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第４章 観光・物産戦略の方向性 

１．勝連城跡それ自体における観光方策 

（１）勝連城跡のイメージ形成 

本事業は、勝連城跡の周辺にあるさまざまな産品

や資源を生かし、地域振興を図ることを目的として

いるが、周辺の産品や資源の活用以前に、勝連城跡

そのものの魅力向上が課題となっている。勝連城跡

が世界遺産に登録されていることの認知度はあるが、

勝連城において歴史上どのようなことが起きたのか、

だれが何をしたところなのか、といった具体的なイ

メージを抱いている人は少ないと考える。 

例えば、大阪城においては、豊臣秀吉や戦国時代の乱世がすぐにイメージできるが、勝連城跡に

おいては、そのような具体的な人物像や時代背景のイメージが容易ではないのが現状である。県内

における認知度としては、高校生による現代版組踊「肝高の阿麻和利」が有名となってきているが、

阿麻和利がどんな時代に生き、何をしたのか、については県内でもまだまだ認知度は低い状況であ

る。勝連城に歴史のロマンを感じさせ、「勝連城に行ってみたい」という気持ちを引き起こすために

は、そこに生きた人物を取り巻く物語などのイメージが重要である。 

 

 

（２）歴史資料の展示充実化 

勝連城跡休憩所では、施設内の展示スペースにて

遺跡物の展示などを行っており、勝連城をめぐる歴

史の説明がされているが、勝連城については、文字

に残された「史料」が少ない状況である。そのため、

文字史料以外も含め、さまざまな視点の「資料」を

組み合わせ、それらから推測される事柄を含め、解

説展示することが必要である。それを行うことによ

り、勝連城をめぐる歴史物語を形にすることが可能

となる。そこには勝連城の成り立ち、城主の横顔、

最後の城主阿麻和利の生涯、妻である百度踏揚の生

涯、百度踏揚の父で首里王朝の国王尚泰久の横顔と

いったミクロの歴史から、その尚泰久が鋳造した万国津梁の鐘に代表されるアジア貿易の時代とい

ったマクロの時代背景までが分かりやすく展示する必要もあると考えられる。 

上記の資料などを展示するには、現在の休憩所内の展示スペースでは場所が狭いため、新たな資

料館の整備が必要となる。資料館が整備されることにより、歴史情報の集積と発信が可能となり、

観光客の満足度向上や誘客だけでなく、地域住民が地域の歴史を知ることにもなる。地域住民が勝

連城の歴史を身近に感じれば、地域の文化財保護の原動力として担うことにもつながる。 

現代版組踊「肝高の阿麻和利」 

勝連城跡休憩所内の展示スペース 
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（３）マスメディア等の利活用 

（１）で述べたように、イメージ形成を

図る手段として、マスメディア等を利活用

し、勝連城をめぐる物語を広く情報発信す

ることも考えられる。 

「物語をドラマ化する」という地域の意

見もあるが、その素材としては阿麻和利と

百度踏揚の時代を描いた物語、現代版組踊

「肝高の阿麻和利」が既にあり、また与並

岳生の小説「琉球王女・百十踏揚」も出版

されている。これらは単なる歴史資料とは

異なり、想像を交えて制作された物語で、

人間のドラマが渦巻いているところが読む

者を惹き付けている。 

このような既に物語化されている原作をベースにして、テレ

ビや映画といった大衆メディアを活用し、広く国民に見てもら

うことも一つの方法である。豊臣秀吉や坂本龍馬においても、

資料館や教科書で語られる歴史だけで身近な存在になったわけ

ではなく、小説やテレビ、映画などで何度もドラマ化されたこ

とが大きな効果となっている。最近では「テンペスト」による

誘客効果などがある。 

阿麻和利や百度踏揚、尚泰久などの物語がドラマなどで映像

化されれば、今よりもはるかに身近な存在になることが推測さ

れるが、そのためには、多様な形で映画関連企業やテレビメデ

ィアへの働きかけを強めることが必要になり、ドラマ制作費の

一部を負担するなどの支援を検討することも考えられる。 

以上のような物語のドラマ化や前述した本格的な資料館整備

は、一定の期間を要する中長期的な取り組みとなるが、短期的に取り組める方策として、「史跡ガイ

ドの常設化」「解説板への外国語併記」「休憩所の展示を改善」なども有効であると考えられる。短

期的に取り組める方策は、資料館整備などの本格的な取り組みに比べると効果は限定的なものにと

どまるが、低予算で実施できるため実現性の高い取り組みであり、来訪者の満足度向上に十分効果

的なものである。 

このようなソフト面の取り組みは、物産販売などのマーケティングの一部でもある。物産などを

購入する際には、モノ自体の「おいしさ」や「使いで」だけが購買行動を決めるのではなく、モノ

を取り巻く歴史や自然のイメージによっても購買行動を変えることができる。つまり、歴史的構造

物である勝連城やそこに登場する人物のイメージがなければ、それにまつわる物産やサービスに大

きな魅力を感じることは期待できないと考える。

与並岳生著「琉球王女 百十踏揚」 

NHK BS時代劇「テンペスト」 
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２．勝連城跡周辺における観光方策 

勝連城跡の周辺については、地域からの多様な意見やアイデアが出され、それらを「物産」「常設

サービス」「イベント」「基盤整備」の 4つのカテゴリーに分けて検討する。 

 

（１）物産 

勝連城跡の周辺地域で収穫できるのは、ニンジンやモズ

ク、ビーグ、オクラ、マンゴーなどの農水産物が挙げられ

る。加工食品については、既に多くの観光客を呼んでいる

宮城島の「ぬちまーす」や地域で人気のプティフールの「も

ずくパン」などがある。これら物産アイデアの中には、前

述の試行イベント「きむたかグスクまつり」における出し

物として提案されたものもあるが、イベントに限らず、常

設販売所や店舗などでも販売可能なものが多い。食品以外

では、デザイン島ぞうりや携帯電話用ストラップ、化粧品

などのアイデアが出された。 

これまで議論された物産アイデアは大きく 2つに分類ができるが、一つは地域の産品を生かした

商品であり、もう一つは、「阿麻和利」「百度踏揚」といった地域にゆかりのある人物やイメージを

乗せた商品開発である。 

 

①地域特産品を活かした商品開発 

前述のもずくパンやニンジンしりしり、島らっきょうの

アンダンスいため、黄金イモの加工品などは地域特産品を

活用した商品開発の典型例である。ワークショップなどの

参加者の多くに共通していた意見が、「ここで作られ、ここ

で売られていることに意味があるものを作るべき」という

考え方である。 

県内の土産品店では、そこで作られていなかったり、そ

こに縁のないものがたくさん置かれていたりする。事業展

開としてはやむをえない場合もあるかもしれないが、地域

振興の視点としては、地域に関係のないものを作ってもあ

まり意味がない、と多くのワークショップ参加者が認識していたとみられる。同時に、こうした認

識を大切にしながら、地域産品をさらに活性化させるには、今回のワークショップ等で提案された

ものだけでの展開は難しく、より多彩で多様なアイデアによる商品開発が必要になることが考えら

れる。そのためには、行政による開発資金などで支援を実施する必要もある。 

 

②地域にゆかりのある人物やイメージを活かした商品開発 

「阿麻和利」「百度踏揚」といった地域にゆかりのある人物やイメージを乗せた商品を開発すべき、

という考えも地域から出されている。これは、単に名称にあやかるという意味ではなく、物産を通

プティ・フール「もずくパン」 

うるま市内の産品を生かした商品 
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じて、勝連城をめぐる歴史ロマンを感じる機会を人々に与えるのに役立たせるためである。資料館

で得られた情報のイメージを、地域にゆかりのあるお菓子などの商品を通じて想像を膨らませ、定

着させていくことも考えられる。 

国王尚泰久の王女として「国の華」とうたわれた百度踏揚については、そのイメージを化粧品な

どに生かす、という意見も出されている。百度踏揚については、前述した与並岳生の小説「琉球王

女・百十踏揚」が新聞に連載され反響を呼んだが、それ以外では一般に知られる機会がこれまで少

なく、「肝高の阿麻和利」により認知度が高くなった「阿麻和利」に比べると影の薄い存在となって

いる。王女としてのイメージが生かされていないという認識は地域に強くあり、物産以外でも上手

く生かしていくことが求められている。 

 

③物産を支援する方策について 

今回実施したワークショップなどでは、物産の製造の担い手という視点での議論は必ずしも十分

ではなく、散発的な意見が出るにとどまったため、ここで改めて、物産の担い手とその支援策につ

いて検討する。 

物産においては、誰が製造するにしても、販

売され、一定の利益が得られる経済活動として

取り組まれるのが普通である。地域ボランティ

アがイベントなどで食品を出す場合、一時的な

活動にとどまるため問題はないが、常設販売の

場合、品物を用意するためには継続的な利益が

なければ販売が持続しなくなる。さらに、商品

開発には試行錯誤が必ず伴うため、それなりの

コストがかかる。したがって、そのような投資

が可能な主体以外が取り組むことは難しいのが

実情である。 

そのため、経済活動を担う個人や企業が、

地域産品を生かし、地元イメージに即した商

品を開発することを、行政による支援・奨励

の取り組みが必要であると考える。 

支援策としては、開発助成金が考えられ、

奨励策としては賞金付きコンテストなどが考

えられる。コンテストに関しては、ありきた

りのイベントにするのではなく、市の全面的

な支援のもと、地元審査員 100 人と観光客 100 人に試食後に投票してもらい、優勝した商品を一定

期間、うるま市の特別推奨品として認定し、機会をとらえては宣伝支援するといった方法も考えら

れる。また、コンテストを勝連城跡周辺事業振興のためのイベントとして捉え、マスコミを存分に

活用し話題にする方法もある。このような支援、奨励策を積み重ねていくことで、個人や企業の努

力が持続でき、地域を盛り上げる優れた商品が開発されていくことが期待できる。 

 

万鐘「肉みそ」 

勝連漁業協同組合主催「もずくレシピコンテスト」 
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（２）常設サービス 

常設サービスにおいては、一時的なイベントとは異なり、勝連城跡を訪れる人がいつでも利用で

きるものをめざした内容となるが、地域ではさまざまな意見、アイデアが出された。 

 

①常設物販所の実現 

土産品店や飲食店などの店舗は、主な常設サービス

として考えられるが、現状として勝連城跡周辺には店

舗がほとんどなく、勝連城跡を訪れる人が年間 10 万

人（日平均約 300人）もいるが、周辺地域で消費され

る機会が少ない。前述された物産に関するアイデアを

実現するためにも、物産販売をする場所は重要である。 

そのため、地域の意見として特に強調されたのが「常

設物販所の設置」である。施設整備は行政が主体とな

り、施設内を区分けして民間の土産品店や飲食店が入

居するイメージである。類似施設は県内に数箇所ある

ため、そこを参考にして建設予定地や建設規模、入居

テナントの基準などを検討していくことが必要となる。

施設が整備されなければ、各種物産の開発も活発なも

のとならないため、できるだけ早期に着手することが

求められている。 

また、勝連城跡周辺の土地に関しては、民間事業者

が自ら出店できるようなまとまった土地が少なく、民

間事業者が自力で進出することが難しいのが現状であ

る。そのため、既に行政が取得している土地を一部活

用し、行政の主導による官設民営の常設物販所を整備

することが効率的であるとも考える。 

 

②地域物産の調理サービス 

地域から出された意見として「購入物産の調理サービス」がある。那覇の牧志公設市場で行われ

ているサービスを参考にすると、例えば、常設物販所に漁協の店や地域の野菜生産者部会の店があ

り、来訪者がその場で購入したお気に入りの新鮮な野菜や魚を、同じ建物内の飲食店に持ち込み、

一定料金を支払いその場で調理してもらい食す、というシステムが考えられる。これを実現するた

めには、常設物販所の中に飲食部門を設置する必要がある。 

食は、観光の楽しみの中でも大きな位置を占めるが、単なる飲食行為にするのでなく、物産販売

と飲食が連携し、きめ細かいサービスを提供することで、訪れる客の満足度も高くなると考える。 

 

今帰仁城跡内の物産販売所 

恩納村道の駅の農産物販売所 
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③短期的な取り組み方策 

前頁のような常設物販所が、官設民営で行われる場合、実際の供用開始までには一定の期間を要

することが予想される。これに対して「休憩所の 2階にカフェ」というアイデアは、短期的に取り

組める方策である。現在、休憩所の 2階は事務所として使用しているが、そのスペースを訪れた人々

がゆっくり休める空間（カフェなど）として活用するという提案である。勝連城跡は、屋外施設で

あり、日射しの強い日や風が強く吹く日などは、屋内施設でゆっくりくつろぎたい人は多いと感じ

る。現在の休憩所は、簡易な休憩スペースの提供という形であり、今後は休憩所としての機能を強

化することも必要であると考える。 

 

「土日にテントで物産販売」という提案も短期的に取り

組める方策である。本事業において試行的に実施したイベ

ント「きむたかグスクまつり」で行われた農産物販売など

のように、駐車場の一部のスペースで週末だけテントを張

り、そこで物販を実施するものである。出店については、

事業者同士で自主的な管理責任体制を決めることを条件に、

駐車場を管理するうるま市が出店者を募集することですぐ

にでも実現できるアイデアといえる。 

 

店舗や飲食以外の常設サービスとして「阿麻和利の衣装」

を着てもらったり、写真を撮ったりするとサービスもある。

「きむたかグスクまつり」では、本格的な衣装を着た阿麻

和利と百度踏揚と一緒に記念撮影ができるサービスを実施

し、好評を得ている。 

さらに、大掛かりな事業として「城跡での結婚式企画」

がある。沖縄でのリゾートウエディングは既に定着してき

ているが、史跡での結婚式の取り組みはあまり行われてい

ない。勝連城跡には阿麻和利と百度踏揚夫婦のイメージが

ある上、勝連城跡からの優れた眺望は魅力の一つであり、

それらを活かした史跡結婚式の実現可能性は高いと考える。

また、その担い手としては、リゾートウエディングなどを

手がける専門業者に委託することも考えられる。 

 

「電気自転車のレンタル」のサービスは、勝連城跡の振

興を広く捉え、城跡を起点として風光明媚な勝連半島全体

を、自転車で健康的にエコな観光を楽しむ、というもので

ある。現状の車道や歩道は自転車で走行がしにくいため、

後述する「自転車道の整備」とも連動し、自転車道の整備

を行うという考え方である。 

 

きむたかグスクまつりでの農産物販売 

阿麻和利と百度踏揚との記念撮影会 

首里城周辺でのレンタサイクル 
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「昔の遊び、アダン葉の風車」「イグサでコースターを作

る」など、体験型のイベントサービスもある。このような

体験プログラムは、常設施設の一角を使用することで実施

ができるため、常設または準常設化することも可能と考え

る。金武町のネイチャーみらい館は、体験プログラムを集

めて常設化した施設であり、プログラム運営方法などの面

で参考になると考えられる。 

 

以上のような常設サービスは、地域の雇用創出を促す効果もあると考える。地域住民自身がサー

ビスの事業主体になることはもちろんのこと、外部の業者が勝連城跡周辺で何か常設サービスを展

開し、その際に地域住民をスタッフとして雇用することも考えられる。 

また、どのような文化財も、地域住民が主体的に保全、活用していくことが基本になるが、それ

を長期にわたって持続させるためには、経済活動に結びつく文化活動が必要であり、雇用を含め地

域に金が還流し続ける仕組みを作り出すことが重要である。 

 

勝連城跡においては、急峻な坂道を四の曲輪まで登るというハード面での課題もあり、お年寄り

や子供連れ家族、妊婦の方などが安心して観光できるように、「登山用スティックの貸し出し」「お

んぶボランティア」「人力車ボランティア」「電気自動車の導入」などの歩行を補助するための意見

が出されている。 

歴史的な構造物である勝連城跡においては、歩行を楽にするような現代的な工作物を附属するこ

とは実現性が低く、文化財としての地位も崩しかねない。今の環境を変えずに、サービスなどのソ

フト面で充実化を図ることが、文化財保護と観光振興の視点において重要であると考えている。 

ハード面の小さな提案ではあるが、城跡の上での眺めを楽しむため「望遠鏡や双眼鏡を貸し出す」

という提案があった。絶景の眺望は、この地域で最も高いところに位置する勝連城跡の重要な観光

資源である。望遠鏡や双眼鏡があれば、それを 3 倍にも 4 倍にもして楽しむことができる。（常設

は困難と認識しているためモノの貸出しサービスとして考える） 

 

 

（３）イベント 

一時的に行われるイベント型の活動について、本事業において試行的に実施したイベント「きむ

たかグスクまつり」の企画段階でさまざまな意見が提案されている。個々のイベントがメインとし

て開催したり、いくつかのイベントを束ねる形で「まつり」として実施したりもできる。 

 

①地域の伝統文化を活かす 

「百度踏揚杯女踊り大会」は、百度踏揚と女性のイメー

ジを前面に打ち出したイベントである。女踊りはエイサー

の際に女性陣が踊る手踊りがあるが、それだけを集めてコ

ンクールを催し、優勝チームに百度踏揚杯を授与するとい

うものである。エイサーは既に全国的に有名になっている

休憩所内での体験学習会（きむたかグスクまつり） 

屋慶名エイサーの女踊り 
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が、女踊りは意外に知られていないため、そこにスポットを当てつつ、百度踏揚のイメージを売り

出していくアイデアである。 

一方、「昔のエイサー実演」は、音楽や衣装が派手になってきた近年のエイサーを見直し、かつて

のエイサーがどんな形で演舞されていたかを敢えて披露する企画である。 

 

「勝連節大会」は、かつて勝連半島各地で踊られていた勝連節にスポットを当て、同じ曲の踊り

を出場各チームが競うという大会である。伝統的な文化の発信は、観光ガイドに載るような各種の

「沖縄文化」が通俗化したとされる中で、意外な新鮮さを見る者に感じさせるイベントになること

も考えられる。 

 

「肝高の阿麻和利ミニ公演」は、まつりイベント用に簡易なバージョンでの公演を依頼するもの

である。県内では「勝連城＝肝高の阿麻和利」というイメージが浸透してきており、勝連城跡を舞

台とするイベントとして「肝高の阿麻和利」の実施は集客にも大きく貢献することが期待できる。 

 

②地域の資源を活かす 

その他のイベントアイデアとしては、「勝連城跡写真コンクール」として普段見慣れた勝連城跡の

新たな「顔」を惹き出すことで、さらなる魅力の発見につながることが期待できる。また、コンク

ールによって切り取られた新たな勝連城跡の姿を「勝連八景の絵はがき」として物販につなげるこ

とも考えられる。 

また、勝連城の中に照明がないことを逆手にとった「星空観測」は、星を見ながらあえて暗さを

楽しむという発想である。ただし、夜間の城跡での歩行については何らかの安全確保策が必要にな

ると考えられる。 

 

 

（４）基盤整備 

勝連城跡周辺の基盤整備に関する骨太な意見としては、公園整備計画などの「ハード整備を早く

から見通す」べき、との意見がある。全体構想を踏まえた上で、それと整合する細かい企画や活動

を展開することが重要であるとの考え方である。 

 

①安全確保のための環境整備 

具体的な意見としては、「県道 16号を付け替えし、

城跡と駐車場を一体に」との意見もある。現在、勝連

城跡と駐車場の間は県道 16 号が通っており、駐車場

に車を置いた訪問客は必ず県道を横断しなければ城跡

側に入れない状況である。片側 1車線で幅員はそれほ

ど長くはないものの、カーブで見通しが悪く、大型ト

ラックが通ることもあるため、お年寄りや子供の安全

が懸念されるところである。さらに、公園整備計画の

中で、県道 16号を公園の外側に迂回させる形で 10号 休憩所と県道 16号 
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線と合流させるべき、とのアイデアもある。 

 

②良好な景観形成のための環境整備 

「南風原御門側への入口、駐車場の整備」は、城跡の海側

の入口を整備し、魅力向上を図るという意見である。勝連城

跡は、県道 16 号と海側の道とに挟まれているが、主に利用

されている入口は駐車場がある県道側となっており、海側は

未整備の状態である。しかし、海側の道からは海を見渡すこ

とができ、城跡周辺は緑も多いため御嶽に入るようなやや神

秘的な趣も感じられる場所となっている。また、城跡までの

小道は傾斜があるため、県道 16 号側よりも城跡の石垣が間

近に見えて迫力もある。海側入口が整備されれば、勝連城跡

の新たな「顔」が立ち上がることが期待できる。 

 

勝連城跡周辺の景観形成については、電線地中化が極めて

重要な施策として挙げられる。電柱と電線はライフラインで

ありながら、勝連城跡のような歴史的文化財を軸にした景観

を作り出そうとする場合、景観を大きく損ねる要因になるこ

とがある。電線の地中化は、ライフラインの機能を維持しな

がら景観を著しく改善することができ、台風対策としてライ

フラインの維持管理の面からも推奨されることが考えられる。

一度にすべての電線を地中化するのは、費用の面からも難し

いと考えられるため、実施エリアの優先順位をつけて段階的

に取り組んでいく必要がある。 

 

緑化の観点からすると、勝連城跡は山の緑を有した城跡であり、遠くからの眺めや裾野に広がる

緑の景色は、人々の心を和ませてくれる。この緑ある環境は、保全するとともに適切に維持管理し、

持続させる必要がある。同時に、公園整備計画とともに、周辺地域の緑化を積極的に推進していく

ことが考えられる。勝連城跡の海側には、新興住宅地「シートピア勝連」があるが、この地域には

太平洋と勝連城跡が見渡せる景観に惹かれて移り住んだ人が多い。中には身近の緑化のため、ボラ

ンティア活動している人もおり、こうした地域住民を支援しながら、城跡周辺の緑化を推進してい

くことが求められる。 

 

現在、勝連城跡周辺には、景観やイメージの観点から、この場所にふさわしくないと多くの人が

感じている建物、施設がいくつかある。これらに移転してもらうよう行政が働きかけるべき、とい

う意見もワークショップでは多く出された。 

海側から望む勝連城跡 

休憩所から望む勝連城跡 
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３．観光・物産戦略の方向性 

これまで、地域から提案された代表的なアイデアや意見を検討してきたが、それを下図のように

整理し直し、観光・物産戦略の方向性を検討する。 

 

（１）観光・物産戦略の基本理念 

勝連城跡は歴史遺産であり、現代の人間が作った娯楽目的のテーマパークや生き物との触れ合い

を楽しむ動物園や水族館とは異なるものである。歴史遺産とは、その地でかつて実際に起きた事柄

が建物などの形を通して遺されている場所であり、地域の人々のアイデンティティ形成につながる

要素にもなっている。したがって、勝連城跡周辺の振興は、勝連城跡の歴史遺産としての意義を重

視することをまずはその根本に据える必要がある。 

経済振興・観光振興においては、文化財の保護や地域の生活との間で摩擦を生じることがある。

例えば、観光客が増えて交通渋滞や騒音などによって地域の暮らしに悪影響が出たり、文化財が損

傷を受けたりすることがしばしば起こる。したがって、いかなる振興策において、このようなネガ

ティブな面が大きくならないよう、最大限の配慮が必要になる。 

同時に、経済振興・観光振興は持続可能なものでなければならないため、地域住民が潤うことを

通じて、文化財を地域一丸となって後世に残す努力が必要になる。資料館のような基幹施設が整備

された場合、入場料を徴収して財務面の持続性を高めることが求められる。 

 

 

（２）観光・物産戦略の４つの方向性 

上述の基本理念をもとに、勝連城跡周辺における観光・物産戦略としては、次の 4つの具体的な

方向性が考えられる。 

1. 勝連城跡の歴史ロマンの発信 

2. 物販と常設サービスの充実 

3. 勝連グスクまつりの実施 

4. 城跡内外の基盤整備 

 

第 1の柱としては、勝連城跡の歴史ロマンの発信である。キーワードは「あふれる歴史ロマン」。

勝連城跡振興のためには、勝連城跡が「行きたくなる場所」として認識されるようになることが何

よりも重要である。そのためには、歴史ロマンを多くの人々に身近に感じてもらえることが最も効

果的といえる。その中心的な施策は、本格的な資料館の整備である。代表的な関連施策は、勝連城

を舞台にした歴史物語のドラマ化の働きかけである。勝連城跡の歴史ロマンは、勝連城跡周辺振興

のいわば主語であり、主語が鮮やかに見えてこなければ、それ以後の部分でいくら頑張っても限界

があると考える。 

 

第 2 の柱は、物販と常設サービスの充実である。キーワードは「オリジナリティいっぱい」。歴

史ロマンに惹かれて勝連城跡を訪れる人々は、そこで物産やサービスをも楽しむことが考えられる。

提供される物産やサービスが勝連城跡ならではのオリジナリティに富んでいれば、勝連城跡に来た
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という実感がさらに立体的なものになる。経済活動として捉えるならば、この部分が地元に最も大

きな経済的利益をもたらすと考える。中心的施策は、もちろん物販と常設サービスの主舞台になる

常設物販所の整備である。民間の開発余地が少ないという現地の土地事情も視野に入れると、ます

ます官設民営の常設物販所整備の重要性は高くなってくる。個々の物産やサービスの充実を図ると

ともに、経済活動を支援する常設物販所の準備を早急に進める必要がある。 

 

第 3 の柱は、勝連グスクまつりの実施である。キーワードは「地元パワーを結集して」。まつり

の開催が勝連城跡振興に有効であることは、試行イベント「きむたかグスクまつり」を実施した際

に多くの参加者が感じたところである。地域の伝統文化を踊りなどの形で発信したり、これまであ

まり知られていなかった百度踏揚を前面に出したサブイベントを開催していくことが提案されてい

る。まつりは一過性のものではあるが、生身の人間の非日常のパワーが目に見える形で結集され、

観覧者に元気を与えるとともに、地域には団結がもたらされる。まつり以外にも、さまざまな単独

のイベント開催によって勝連城跡の魅力を高めることが求められる。 

 

第 4の柱は、城跡内外の基盤整備である。キーワードは「だれもが安心して楽しめる」。例えば、

勝連城跡そのものについては、足腰の弱いお年寄りでも四の曲輪まで楽に上がれるためのサービス

充実化を模索する必要がある。 

周辺については、公園整備計画を早期に推進しながら、県道 16 号の付け替えなどによって交通

事故を未然に防ぐことが求められる。城跡の海側の入口と駐車場整備は、これまでになかった勝連

城跡の魅力を打ち出せる可能性がある。 

 

 

 

 

勝連城跡の観光・物産戦略の 4つの柱 

百度 百度 
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（３）経済効果の想定 

①資料館整備における経済効果 

石垣のみが遺されている勝連城跡の現状をみると、城跡入場それ自体に料金を設定することは難

しいと考える。勝連城跡の歴史ロマンの発信拠点として本格的な資料館を整備すれば、それと合わ

せて入場料を徴収することが考えられる。例えば、首里城では、建物自体もさることながら、内部

が事実上の資料館になっており、盛りだくさんの情報が得られることが入場料徴収の根拠の一つと

して受け止められている。 

現在、勝連城跡へは年間来訪者数は約 10 万人であるが、資料館ができればその多くの人が立ち

寄ることが想定される。歴史が好きで勝連城跡を訪ねてくる人は多いが、その大半は歴史の中身を

知らないため、資料館でそれを知りたいというニーズは自然と高いと考えられる。資料館の整備が

実現すれば、現在の来訪者数よりも多くなる可能性は高い。現在の石垣のみの勝連城跡を観光コー

スに入れる魅力がないと旅行社が判断している場合、資料館が整備されることで観光コースに加わ

る可能性は高く、観光バスの団体客が常時訪れるようになれば、訪問者数は大きく増える。 

経済効果は入場料の設定によるが、首里城公園の大人 800円より低めの 600円程度で設定し、子

供も含めた平均額を 500円で計算すると、来訪者 10万人で年間 5000万円、20万人で年間 1億円

の売上になる。首里城公園の年間入園者数は 200万人となっており、魅力とその発信の仕方によっ

ては、20万人はもちろん、それ以上の来訪者を勝連城跡が獲得することは十分可能であり、その場

合の経済効果はさらに大きなものになる。 

 

②常設物販所整備における経済効果 

常設物販所の整備における経済効果について、現在の年間来訪者数 10 万人、将来の年間来訪者

数 20 万人という数字をもとに計算すると、1 人当たり 600 円程度の買い物や食事などの支出があ

った場合、10 万人×600 円＝6000 万円、20 万人×600 円＝1 億 2000 万円の売上が想定される。

もちろん、物販や食事の原材料として地域の産品が使われ、それらを製造・販売する際に地域の人

が雇用されれば、売上の多くが地域に還流することになる。 

少し角度を変えて、来訪者数 20 万人程度を前提に、より具体的な入場者イメージを伴う計算を

してみると、常設物販所に 6テナントが入り、1テナントに毎日 80人が訪れ、1人当たり平均 600

円の買い物や食事をしたとすれば、4.8 万円×6 テナント×365 日で年間 1 億 512 万円の売上にな

る。1テナントの 1日の人の動きとして、80人程度であれば事業性として十分に可能性があると考

える。 

 

③イベント実施における経済効果 

勝連城まつりは 1日のみのイベントであるため、それ単体では必ずしも大きな経済効果が期待で

きないが、勝連城跡の存在感を県内外で高め、情報を発信していく意味は大きいと考える。勝連城

の名を冠したイベントが全国的に発信されることで、イベントのない時に立ち寄ろうとする人の数

が増えることが期待される。 

 

④基盤整備における経済効果 

基盤整備では、海側の駐車場と入口の整備により、勝連城の新たな魅力が見出され、来訪者数が

増加することが考えられる。こうした来訪者増は、資料館入館者数や物販売上の増加に直結する。
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４．今後の推進体制 

これまでに示された観光・物産戦略を現実的に遂行するため、観光事業者や関係団体だけでなく、

行政や経済団体、第一次産業団体、地域などが一堂に会し、認識を共有した上で、地域主導のもと

協働体制にて取り組むことが重要である。 

 

（１）基本的な考え方 

平成 23年 3月に設立した「うるま市観光物産協会」が中心となり、行政や観光事業者及び関連団

体、地元市民と協働しながら取り組みを推進する。 

 

 

（２）推進体制 

今後、事業展開を具体的に進めていくための推進体制を以下のように構築する。 

 

①うるま市観光物産協会のコーディネート機能の充実 

うるま市の観光振興の実施主体として、当協会がその中心的な役割を担い、観光物産に関する各

種ＰＲ資料の作成やＰＲ活動の実施、観光事業者と連携したツアー開発などを推進していく。 

また、行政、企業･事業者、市民の３者の協働・連携を促すコーディネート機関としての役割を担

っている。 

 

②行政、商工会、農漁業団体、市民団体、区、地域住民との協力体制 

観光協会単独では事業能力に限界があるため、事業にあたっては幅広い市民と企業・事業者の参

加が不可欠であり、行政、商工会、さらには区や地域住民によるまちづくり組織の協力が必要とな

る。 

 

③教育委員会、うるま市史跡ガイドの会との協力体制 

勝連城跡自体の魅力ＰＲにおいては、遺跡物の復元作業等を実施している機関や歴史文化を熟知

した市民団体との協力が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う
る
ま
市
観
光
物
産
協
会 

 

勝連漁業協同組合、南原漁業協同組合 

うるま市商工会 

うるま市史跡ガイドの会 

うるま市教育委員会 

南風原区、与那城西原

区 

地域住民、 

うるま市 

幅広く勝連城跡周辺の観光・物産戦略に取り組む団体等 

うるま市自治会長連絡協議会 
支援・協働 

協働 



86 

５．事業展開スケジュール案 

本事業の目的である、①地域特産品等を活かしたうるまブランドの開発、②地産地消を推進する

勝連城跡の観光スポットとしての成熟化、という視点から今後の事業展開を以下のように考える。 

 

 

展開事業 

推進主体 実施時期（年度） 

うるま

市観光

物産協
会 

観光事

業者 

農漁業

者 
商工会 

地域

住民 
区 

うるま

市 
24 25 26 27 28 

勝連城跡の歴史ロマンの発信 

本格的な資料館の整備 ○    ○  ● 
     

物語のドラマ化・映画化（マスメディアの活
用） 

● ○  ○ ○ ○ ● 
     

物販と常設サービスの充実 

史跡ガイドの常設化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 
     

多言語解説板の設置 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 
     

地域産品を利用した商品開発 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 
     

常設物販所の設置 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 
     

朝市等の物産販売イベントの実施 ● ○ ● ○ ○ ○ ○ 
     

勝連グスクまつり等の実施 

百度踏揚杯女踊り大会等の実施 ○ ○   ● ● ○ 
     

きむたかグスクまつりの継続実施 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ 
     

城跡内外の基盤整備 

公園整備計画の策定実施 ○ ○  ○ ○ ○ ● 
     

自転車周遊道路の整備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 
     

電線地中化の実施 ○   ○   ● 
     

●：特に中心となって推進する主体  ○：中心となる主体をサポートしていく主体 
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６．事業展開に活用できる補助事業等 

勝連城跡周辺の観光・物産戦略を現実的に実施するため、国等が実施している観光地域づくりの

ための関連支援事業を活用することが考えられる。具体的に活用が考えられる事業を以下に整理す

る。 

 

（１）補助事業等の整理 

①特産品開発や販売の支援事業 

施策名 
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律（地域資源法）

に基づく地域産業資源活用事業計画の認定 

管理団体 経済産業省事業 

対象者 中小企業者等 

概要 
中小企業が地域産業資源（鉱工業品、農林水産物、観光資源等）を活用し、新事業活

動（新商品・新サービスの開発等）を行うことにより、需要の開拓を図る。 

支援要件 

 都道府県が指定する地域資源を活用した事業であること 

 新規制のある事業であること 

 域外への新たな需要が相当程度（5 年間で総売上高の 5％）の開拓が見込まれるこ

と 等 

支援内容 

 試作品開発等に対する補助金（補助率：2／3、上限：3,000万円／計画） 

 政府系金融機関による低利融資 

 中小企業信用保険法の特例 

 投資育成株式会社法に係る特例 

 専門家等によるサポート支援等 

 

施策名 
6次産業総合推進事業 

（未来を切り拓く 6次産業創出総合対策の一部） 

管理団体 農林水産省 

対象者 農林漁業者等、事業者等 

概要 
農林漁業者の 6次産業化に係る新商品の開発や積極的な取組を促す環境づくり等の取

組に対する支援。 

対象事業 

①地域段階の取組 

○農林漁業者等の新たな事業分野への進出に係る直接支援 

 農林漁業者等の 6次産業化を推進するため、地域の農林漁業者等による 6次産業化

の取組に向けた計画づくり、新商品開発や販路開拓などの取組を支援。 

○農林漁業者等の６次産業化の取組を促進する環境づくりに対する支援 

 農林漁業者等の６次産業化の取組を促す環境づくりを進めるため、農林漁業者等へ

の技術研修、関係者間での交流会の開催などの取組を支援。 

②全国段階の取組 

 地域段階の取組を効果的に進めるため、農林漁業者等の６次産業化の取組をサポー

トする人材の育成・紹介や、販路拡大の機会を創出する商談会・フェアの開催、6 次

産業化の推進に係る調査、技術を核にした関係機関等の連携の促進などを実施。 

支援内容 

①については、補助率：1／2、2／3（六次産業化法及び農商工等連携促進法の 

認定を受けた場合） 

②については、補助率：定額 
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施策名 地域資源活用売れる商品づくり支援事業 

管理団体 農林水産省 

対象者 各法律に基づき事業計画の認定を受けた中小企業者等 

概要 

中小企業者等が行う、地域資源（鉱工業品、農林水産物、観光資源等）を活用して先

進的かつモデル性の高い事業計画に沿って取り組む新商品・新サービスの開発等の取

組に係る経費の一部を補助することにより、中小企業の新事業活動等の促進を図る。 

対象事業 
各法律に基づき認定を受けた事業計画に沿って取り組む、市場調査、試作品の開発、

展示会等の開催又は出展、知的財産に係る調査等 

支援内容 補助上限額：3,000万円／計画、補助率：2／3 

 

②イベント開催の支援事業 

施策名 地域イベント助成事業 

管理団体 財団法人地域活性化センター 

対象者 市町村（特別区を含む） 

概要 

 財団法人地域社会振興財団の協力を得て、市（区）町村において、地域のコミュニ

ティが主体的に実施する地域イベントに対して、１００万円を上限として助成し、

地域社会の活性化及び宝くじの普及広報を目的としている。 

 本助成は（財）地域社会振興財団の「長寿社会づくりソフト事業費交付金交付事業」

中「健やかコミュニティモデル地区育成事業」の一環として行うものである。 

対象事業 

 コミュニティが主体となって行い、創意と工夫に富み、地域の活性化に貢献すると

思われるイベント 

 国又は都道府県の補助金を受けている事業は、対象外とする 

 助成金の交付決定があった年度に完了する単年度事業とする 

支援内容 補助上限額：3,000万円／計画、補助率：2／3 

 

③歴史・文化を活かす支援事業 

施策名 文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業 

管理団体 文化庁 

対象者 実行委員会、文化財所有者、管理団体、地方公共団体等 

概要 

日本各地の「たから」である多様で豊かな文化遺産を活用し、伝統行事・伝統芸能の

公開・後継者養成、重要文化財等の公開活用や史跡等の復元・公開など、文化振興と

ともに観光振興・地域経済の活性化に資する、各地域の実情に適した総合的な取組を

支援する。 

対象事業 
都道府県・市町村（特別区を含む。）が，地域の多様で豊かな文化遺産を活用し，文

化振興とともに観光振興・地域経済の活性化を推進する地域の特色ある総合的な取組

を計画し，この計画に基づいて実施する取組に，文化庁が補助金を交付する。 

支援内容 

①地域の文化遺産を活かした観光振興・地域活性化事業 

地域の文化遺産に関する情報発信，人材育成，普及啓発，継承，記録作成，調査研究

等について補助金を交付する。 

②ミュージアム活性化支援事業 

美術館・歴史博物館が中心となった地域文化資源活用，地域連携強化，新規利用者層

創出，国際交流拠点形成について補助金を交付する。 

③重要文化財建造物等公開活用事業 

重要文化財建造物，登録有形文化財建造物又は重要伝統的建造物群保存地区の公開活
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用のための保存活用計画の策定，設備等整備などについて補助金を交付する。 

④史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業 

史跡，名勝，天然記念物及び埋蔵文化財に関する公開活用のための復元，設備等整備

などについて補助金を交付する。 

 

施策名 
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律に基づく歴史的風致維持向上

計画の認定制度 

管理団体 文部科学省、農林水産省、国土交通省 

対象者 地方公共団体（市町村） 

概要 

「地域におけるその固有の歴史及び伝統を反映した人々の活動とその活動が行われ

る歴史上価値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となって形成してきた良

好な市街地の環境」を「歴史的風致」と定義し、歴史的風致の維持及び向上に関する

施策を総合的かつ計画的に講じるため、市町村が作成した歴史的風致維持向上計画に

対し、国が認定を行うことにより、地域の主体的な取組を集中的に支援。 

支援要件 

歴史的風致維持向上計画の記載事項は以下のとおり。 

 歴史的風致の維持及び向上に関する基本的な方針 

 重点区域の位置及び区域 

 文化財の保存又は活用に関する事項 

 歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項 

 歴史的風致形成建造物の指定の方針 

 歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項 

 計画期間（概ね 5～10年程度）   等 

支援内容 

歴史的風致維持向上計画が認定された場合の支援措置は以下のとおり。 

 「社会資本整備総合交付金（都市再生整備計画事業）」の交付率(40%→45%)の拡大 

 「社会資本整備総合交付金（都市公園事業）」において、古墳、城跡、旧宅その他

の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いものを補助対象

に追加し、支援 

 「社会資本整備総合交付金（街なみ環境整備事業）」による歴史的風致形成建造物

の修理・買取り等の支援   等 

 

施策名 歴史的環境形成総合支援事業 

管理団体 国土交通省（内閣府沖縄総合事務局） 

対象者 

 市町村 

 都道府県(自らの管理施設を対象とする場合に限る) 

 法定協議会 

 民間団体、個人(市町村を通じた間接補助を実施) 

概要 

歴史まちづくり法に基づき、市町村が作成し、国の認定を受けた歴史的風致維持向上

計画の重点区域において実施される歴史的風致形成建造物の修理・買取・移設・復原

を推進するとともに、あわせて実施する歴史的風致を損なっている建造物等の景観上

の改善、歴史的風致形成建造物等の活用を促進するための施設の整備、歴史的風致形

成建造物に係る防災施設の整備、伝統的行事の活性化に向けた取組等を推進。 

対象事業 

○コア事業 

 歴史的風致形成建造物の復原、修理、買取又は移設。 

○附帯事業 

 コア事業等(コア事業又は認定歴史的風致維持向上計画の重点区域で行われる文化

庁が支援している文化財保護法に基づく重要文化財、重要有形民族文化財又は史跡名

勝天然記念物である建造物若しくは重要伝統的建造物群保存地区における伝統的建
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造物群を構成している建造物の保存活用に係るハード整備となる補助事業)の効果を

高め、魅力的な歴史的風致を持つまちづくりを推進する事業。 

 ①歴史的風致形成建造物に係る防災施設の整備 

 ②歴史的風致を損なっている建造物等の景観上の改善 

 ③コア事業等の対象施設の活用を促進するための施設の整備 

 ④コア事業等の対象施設の保存活用に係るソフト事業 

支援内容 

○コア事業(用地費及び補償費を含む) ： 補助率 1/2 

 歴史的風致形成建造物の復原、修理、買取又は移設。修理には、耐震改修、往時の

姿の再現に係る外観修景及び内装整備を含む。 

○附帯事業(①を除き、用地費及び補償費を含まない) ： 補助率 1/3 

①歴史的風致形成建造物に係る防災施設の整備 

②歴史的風致を損なっている建造物等の景観上の改善。建築物及び工作物の外観

修景又は除却、屋外広告物の外観修景、除却又は集約化、堆積物件の外観修景

又は除却、電線類の無電柱化、公共公益施設の高質化。 

③コア事業等の対象施設の活用を促進するための施設の整備。案内施設、案内標

識、交流施設、休養施設、体験・学習施設、ライトアップ施設及び駐車場等。 

④コア事業等の対象施設の保存活用に係るソフト事業。コア事業等の対象施設の

適切な保存活用に向けた体制や仕組みの検討・整備、伝統行事など催事の実施

(過年度からの継続的な取組を除く)。 

※間接補助については、コア事業及び附帯事業ともに、総事業費の 1/3以内であって、

かつ、市町村の補助に要する費用の 1/2以内。 

 

④景観等の基盤整備の支援事業 

施策名 街なみ環境整備事業 

管理団体 国土交通省 

対象者 地方公共団体 

概要 

生活道路等の地区施設が未整備であること、住宅等が良好な美観を有していないこと

等により、住環境の整備改善を必要とする区域において、地方公共団体及び街づくり

協定を結んだ住民が協力して、住宅・地区施設等の整備改善を行うことにより、ゆと

りとうるおいのある住宅地区の形成を図る。 

対象事業 

【対象地域】 

(1) 街なみ環境整備促進区域（①から③のいずれかの要件に該当する面積１ha 以上の

区域） 

①ア接道不良住宅率 70％以上 

イ住宅密度（公共用地、工場敷地を除く。）30戸/ha以上 

・「接道不良住宅」：幅員４ｍ以上の道路に接していない住宅 

②ア幅員６ｍ以上の道路の延長の区域内道路総延長に対する割合 25％未満 

イ公園、広場、緑地等の面積割合３％未満 

③ 景観法による景観計画区域又は景観地区の一部又は全部を含む区域、歴史的風致

維持向 

上計画の重点区域の一部若しくは全部を含む区域、及び条例等により景観形成を図る

べきことと 

されている区域 

(2) 街なみ環境整備事業地区（街なみ環境整備促進区域内で次の要件に該当する地区） 

① 面積 0.2ha以上 

② 原則として、区域内土地所有者等による「街づくり協定」が締結されていること 

【事業の概要】 

(1) 協議会組織による良好な街なみ形成のための活動 

(2) 計画策定        (3) 地区施設等の整備 

(4) 空家住宅等の除却    (5) 門、へい等の移設 
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(6) 修景施設の整備    (7) 共同建替の共同施設整備等 

支援内容 

【助成の内容】 

① 協議会活動助成（1/2） 

② 整備方針策定費（1/2） 

③ 街なみ整備事業（1/2）等 

④ 街なみ整備助成事業※（1/3） （ ）内は交付率 

※施行者が要する費用の 1/3以内かつ事業主体が補助する額の 1/2以内 

 

 


