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２．イベント実施計画書 

勝連城跡周辺特産品等マーケティング事業 イベント実施計画書 

平成 23年 11月 25日 

 

１．実施概要 

(1)イベント名称  

 「きむたか・グスクまつり」 

 

(2)実施期日・場所 

 期日：平成 23年 11月 27日（日）10:00～17:00  

 設営・準備：8:30～10:00、撤去・清掃：17:00～18:00 

 場所：勝連城跡、休憩所、駐車場 

 臨時駐車場：与勝中学校、与勝病院 

※阿麻和利の公演(11/26・27、きむたかホール)との連携を図る。 

 

(3)実施目的 

勝連城跡において物産販売を含めたイベントを開催することで、地域参加による勝連城跡周

辺のにぎわいの場を形成し、観光客や地域住民の交流機会を創出する。 

勝連城跡周辺における物産販売や観光サービスについての問題点を把握し、今後の物産開発

やサービスの充実、施設整備に向けた課題を検証する。 

 

(4)実施内容 

勝連城跡や周辺施設（休憩所・駐車場）を活用した地域参加型の手作りイベントを行う。ま

た併せて、来場者・イベント関係者へのアンケート調査を行う。 

① うるま市地域特産品・加工品等の展示・販売 

② うるま市民及び地域団体によるプログラム 

③アンケート調査 

 

(5)目標集客数 

 1,000名（延べ人数） 

 勝連城跡の休日の入場者数約 400名×2.5倍で算定。イベント関係者含む。 

 

(6)実施団体構成 

主催：きむたか・グスクまつり実行委員会 

共催：うるま市、うるま市観光物産協会、うるま市勝連南風原区、うるま市与那城西原区 

協力：うるま市教育委員会、うるま市史跡ガイドの会 

事務局：うるま市経済部商工観光課 

運営補助：(株)国建 
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２．物品販売計画 

(1)出店条件 

 うるま市全域を対象に募集、関係事業者へ案内する。 

 うるま市の産品を活用したものとする。 

 出店者は自費参加を原則とし、食中毒対策、安全管理を徹底する。 

 フリマ、リサイクル用品、一般祭りのテナント出店は除外とする。 

 別途、募集要領を作成し、それに基づき参加申込とする。 

 

(2)配置計画   

 勝連城跡四の曲輪広場、駐車場（グスク四の曲輪は調理を必要としない飲料水などの販売）。 

 10店舗募集、1区画、6坪テント半分（3.6m×2.7m）程度 ※5張程度 

 別に入場者飲食スペースを設置する。 

 

(3)販売について 

 出店・販売等は基本的には団体・事業者の責任にて行う。 

 テントについては実行委員会にて準備。その他備品については、出店者準備とする。 

 調理を含まない単品のみの販売の場合は、委託販売も可能とする。 

 

(4)出店者  

 出店団体、事業者 特産品、商品名 分類 場所 

１ ㈲プティフール 阿麻和利ブランド商品（委託） 販売のみ Ａ-1 

２ ぬちまーす 塩・他加工品（委託） 販売のみ Ａ-1 

３ 海邦商事 黒糖菓子等（委託） 販売のみ Ａ-1 

４ もずくの竜宮城 もずく餅 販売のみ Ａ-1 

５ うるま市観光物産協会 オリジナルキーホルダー グッズ Ａ-1 

６ 市内酒造メーカー3 社（神村酒

造、崎山酒造廠、泰石酒造株式

会社） 

泡盛（委託） 

販売のみ 

Ａ-2 

７ 総合生産部会 農産物販売 販売のみ Ａ-3 

８ 古民家食堂てぃ－らぶい トゥビチャー焼きそば 
飲食・加工

調理あり 
Ａ-4 

９ ㈱万鐘 豚丼 飲食・加工 Ａ-4 

10 南原漁業協働組合 カニ汁そば 飲食・加工 Ａ-5 

11 勝連南風原公民館 飲料水、モズク天プラ 販売のみ Ａ-5 

12 与那城西原子供会 飲料水 販売のみ Ｂ-1 

13 ㈱たみくさ うるまジェラート ジェラート、珈琲 販売のみ Ｂ-1 

※配置については、別紙配置図参照（Ａは駐車場、Ｂは四の曲輪） 

※（委託）は観光物産協会にて委託販売 
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３．プログラム計画 

(1)参加条件 

 講師及び出演者は、うるま市またはうるま市関係者とする。 

 舞台等は設置せず、音響が必要な場合は簡易音響とする。 

 別途、募集要領を作成し、それに基づき参加申込とする。 

 

(2)配置計画   

 勝連城跡四の郭広場、休憩所 

 演舞者待機場として、ブルーシートを設置する。 

 

(3) プログラム 

 参加者・依頼先 プログラム名 場所 備考 

① うるま市史跡ガイドの会 城跡の案内ガイド 城跡内 地元：10:30～（30分） 

定点：13:00～14:00 

定点：15:00～16:00 

② 永山 英昭氏 

（おもちゃの会ピノキオ） 

ハガキでつくる紙飛行

機（体験学習） 

休憩所畳

間 

10時～16時 

参加費 100円 

③ 地元高校生 

（男子 1名、女子 1名） 

阿麻和利衣裳着用に

て撮影会 

城跡内 随時/衣裳はあまわり浪

漫の会より借用（2着） 

④ うるま市教育委員会 発掘遺物速報展示 四の曲輪 14:00～14:30頃 

⑤ エンジェル保育園 演舞 四の曲輪 演舞プログラム（4頁） 

⑥ 与那城幼稚園 演舞 四の曲輪 

⑦ 南風原子ども会（南風太鼓） 演舞（大太鼓） 四の曲輪 

⑧ クラウン ひらら ジャグリング 四の曲輪 

⑨ 平安名区長寿クラブ 演舞（舞踊） 四の曲輪 

⑩ 紙飛行機とばし大会 製作した飛行機を飛ば

す競技 

四の曲輪 

⑪ 南風原長寿クラブ踊り同好会 演舞（舞踊） 四の曲輪 

⑫ 三線の花 民謡 四の曲輪 

⑬ うるま天龍太鼓 太鼓 四の曲輪 

⑭ 上江洲美弥（ちゅらさん娘） 民謡 四の曲輪 

注：演舞等（⑤～⑭）の詳細プログラムは 4頁に整理 

 

(4)個別プログラム  

1)勝連城跡案内ガイド（①・勝連城跡内） 

 10時 30分頃より、地元参加者対象の説明会を開催。 

 一般向けガイドは、城跡内の要所に配置し、定点ガイドを実施する。集合場所は休憩所、ガ

イドはユニフォーム着用。 

 受付・問い合わせは本部席で行う。ガイドは休憩所本部横に待機。 

 

2)「ハガキでつくる紙飛行機」体験学習会（②・休憩所畳間） 

 手作り工作の体験学習会。10時～16時（昼食時の除く）で随時受付（100人まで） 

 材料代は参加者負担とする（100円）。 
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 15時より、四の曲輪で飛行機飛ばし大会を行う。 

 

3)阿麻和利との記念写真（③・勝連城跡内） 

 阿麻和利衣裳を借用し、市内高校生が衣裳着用にて、グスク内を練り歩き体験を行う。 

 観光客との記念撮影会に対応する。 

 着付け場所：南風原区公民館 

 

4) 発掘遺物速報展示（④・四の曲輪） 

 勝連城跡の今年度の発掘成果について、遺物の展示や解説会を行う。 

 遺物は四の曲輪にテントを設営しての展示。 

 

5)演舞プログラム（⑥～⑭・勝連城跡四の曲輪芝生） 

 舞台設営は行わない。音響も簡易なものを準備する。 

 各団体 2～3 曲、10～12 分（最長 15 分）程度とする。 

 案内ガイドや発掘の解説と会場を共有するため、音響面での配慮が必要となるため、プログラム

の間隔（Ａ～Ｃ）を設け、常時プログラムが催されている雰囲気をつくる。 

 プログラムＭＣ喜瀬剛氏。アシスタント糸洲美加乃（ミスうるまミスグリーン） 

 

表 芸能演舞プログラム 

順序 出演者 プログラム名 時間（仮） 所用時間・人数 備考 

１ エンジェル保育園 ちびっこかっちん「肝

高の阿麻和利」 

13:30～13:45 15分、30人 プログラム A 

２ 与那城幼稚園 ゆうぎ（肝高のあまわ

り） 

13:45～14:00 10分、85人 

３ 南風原子ども会 ①竜落とし 

②あしびなー 

14:15～14:30 10分、9人 プログラム B 

 
４ 平安名区長寿クラブ ①伊計はなり節 

②みやらび貫花 

14:30～14:45 10分、20人 

５ クラウン ひらら ジャグリング 14:45～15:00 15分、1人 

６ 希望者 紙飛行機大会 15:15～15:45 30分 プログラム C 

７ 南風原長寿クラブ踊

り同好会 

①うりずん 

②うるま市音頭 

15:45～16:00 10分、8～10人 

８ 三線の花 ①安里屋ユンタ 

②永良部百合の花 

③百十踏揚ぬ想い 

16:00～16:15 12分、7人 

９ うるま天龍太鼓 ①だんじゅかりゆし 

②琉球三国志 

③地翔ドーイ 

16:15～16:30 12分、30人 

１０ 上江洲美弥 

（ちゅらさん娘） 

①スンガー節 

②与勝海上めぐり 

③パラダイスうるま市 

④豊年音頭 

16:30～16:45 12分、2人 

注：各団体所用時間として 15分で設定 
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(5)プログラム全体スケジュール 

 

時間 
プログラム・サービス 

勝連城跡・四の曲輪 休憩所 その他 

10:00 10:00～10:10 実行委員会開会式  阿麻和利・百度踏揚南風

原公民館着付け→四の

曲輪へ移動  
10:15～ ●阿麻和利お披露目 10:00 体験学習会開始 

10:30～11:00 地元向け案内ガイド     

11:00       

11:30～12:00 阿麻和利お披露目（写真撮影）   

12:00 
  

12:00～13:00 講師休憩  阿麻和利・踏揚休憩 

13:00 13:00～    定点案内ガイド開始（14:00迄） 13:00 体験学習会再開  

【プログラムＡ】    

13:30～13:45 エンジェル保育園   13:00 保育園集合 

13:45～14:00 与那城幼稚園   13:00 幼稚園集合 

14:00 14:00～     発掘調査説明会(14:30頃迄）     

【プログラムＢ】     

14:15～14:30 南風原子供会 南風太鼓 
14:15頃～ 与那城幼稚園児

体験（希望者） 

13:30 南風原子供会集合 

14:30～14:45 平安名区長寿クラブ 
14:30頃～ 南風原子供会園

児体験（希望者） 

13:45 平安名区長寿クラブ

集合 

15:00 15:00～      定点案内ガイド開始（16:00迄） 14:30頃～紙飛行機参加者受

付（本部） 

  

【プログラムＣ】   

15:15～15:45 紙飛行機とばし大会     

15:45～16:00 南風原長寿クラブ踊り同好会         
  15:00 南風原長寿クラブ集

合 

16:00 16:00～16:15 三線の花 16:00 体験学習会終了 15:15 三線の花集合 

16:15～16:30 うるま天龍太鼓  15:30 天龍太鼓集合 

16:30～16:45 上江洲美弥（ちゅらさん娘）   15:45 上江洲美弥氏集合 

17:00 片付け 

18:00 終了 

 

４．雨天時の考え方 

 小雨の場合は決行。プログラムについては参加団体との調整で決定する。 

 開催途中で雨が降り出した場合は、プログラム進行は一時中断し、天候の様子、気象情報を

確認しつつ継続を検討する。 

 当日の大雨が予想される場合は、物産販売を休憩所及び駐車場に移して開催する。プログラ

ムについては、天候状況を確認しながら開催を検討する。 
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５．イベントアンケート調査 

イベントの開催にあたり、入場者及び出店・参加者に対するアンケート調査を行い、イベン

トの満足度及び問題点を把握する。 

 

表 イベント時のアンケート調査実施内容 

項目 内容 

対象 ①勝連城跡来訪者（観光客、県内客、市民） 

②イベント関係者（運営、出店者等） 

回収目標 ①200票程度  ②参加団体代表者 

体制 ①調査員を休憩所及び駐車場に配置し面接方式で調査  

②は配布・回収 

質問項目 ①属性／事前期待度／総合的な満足度／個別満足度／再来訪意向/必要なサービス・

商品 

②属性／参加内容／総合的な満足度／反省点／必要となるサービス、商品、施設等 

 

６．広報宣伝計画 

(1)出店者、プログラム参加者募集計画 

 関係者個別声かけを基本とする。 

 観光物産協会及びワーキンググループによる声かけで、内諾を得る。 

 中間〆切：10月 26日（水）、最終〆切：11月 7日（月） 

 

(2)集客告知   

①うるま市関連イベントでの告知 

 うるま市まつり（10/15・10/16）などで、ポスター、チラシ等を配布（コピー対応） 

 

②市内向け告知 以下ホームページへの掲載・告知、ポスター配布 

 ホームページ：うるま市ホームページ、観光物産協会ホームページ、モールまちぐゎー 

 情報紙：うるま市広報（5日〆切/済） 

 ラジオ：ＦＭうるま（観光物産協会の番組での告知）  

 直接配布：物産販売・参加団体への配布（11日～） 

 市内 10ヶ所に横断幕設置 

 

③県内・県外向け 

 沖縄タイムス、琉球新報、関係紙面の月間情報への投げ込み  

 タイムス・新報地域欄への取材依頼（ＷＧへの取材等）  

 ぴらつか暦等、県外向け情報サイトへの投げ込み（済） 

 ホテル、レンタカーへのポスター掲出（14日～） 
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７．配置計画（駐車場含む） 

(1)駐車場計画 

 駐車場については、以下のスペースを確保予定（大型 3台、普通車約 150台）。 

 当日は駐車場誘導担当者を配置し、安全管理を徹底する。 

 

表 駐車場位置、配置（案） 

 場所 配置（案） 台数 

1 休憩所前駐車場 ・一般来場者駐車場を基本とする。 

・観光バスやマイクロバスの停車場として

活用。 

身障者 2台、普通車 39台 

2 城跡下プレハブ横 ・高齢者・身障者用送迎車両待機 

・プログラム出演者用駐車場（搬入のみ） 

普通車なら 10台程度 

3 与勝中学校駐車場 

（午後より） 

・一般来場者駐車場 

・出演者・関係者駐車場 

普通車約 51台 

4 与勝給食センター駐車場 ・一般来場者駐車場 

・出演者・関係者駐車場 

普通車約 20台 

5 大城氏駐車場 ・スタッフ用駐車場 ※与勝中に隣接 普通車約 10台 

6 与勝病院駐車場 

（約 700m） 

・大型バス（観光バス）の待機場 

・物産販売、スタッフ用駐車場 

大型バス 3台 

普通車約 20台 

7 与勝中学校駐車場道向

かいの空き地 

・一般来場者駐車場 

・出演者・関係者駐車場 

普通車約 20台 

 

(2)車両配置計画 

①大型バスの対応 

 大型バス（団体客）が来場した場合は、休憩所前駐車場で停車してもらい、速やかに乗降しても

らう。（与勝半島側から来るバスは、与勝中学校前で停車等の対応） 

 大型バスは、与勝病院駐車場にて一時待機する。 

 駐車場・誘導係は、バス運転手への説明及び誘導を適切に行う。 

 

想定される団体バス 

 団体 停車予定場所 備考 

9:30～ 沖縄ツーリスト          35名 休憩所前下車  

10:00頃 首里城公園友の会        25名 休憩所前下車  

13:00 エンジェル保育園マイクロ    30名 休憩所前下車 出演者（下車のみ） 

14時頃 商工会青年部        与勝中下車  

13:30 南風原区子供会         9人 休憩所前下車 出演者（下車のみ） 

14:30頃 ＪＴＢ九州             30名 休憩所前下車  

15:00 南風原区長寿クラブ      20台 休憩所前下車 出演者（下車のみ） 

 

②プログラム出演者の対応 

 プログラム出演者は、演舞 45分前に会場（四の曲輪）入りを行う。 

 出演者はバスや乗り合いなどでの会場入りを依頼（詳細は車両リスト）。 
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 出演団体の家族等の見学についても、相乗りを依頼する。 

 出演者のうち、備品などの搬入が多い団体は、１台についてはＢ城跡下プレハブ横に駐停車しても

らい、残りの車両は 3～7へ誘導する。 

 

③物産販売の対応 

 8:30～9:30 までの設営中は、「Ａ休憩所前駐車場」を利用。 

 設営が済み次第、与勝病院への移動を依頼する（実行委員車両で誘導し、戻りは運転手を乗せて

戻る）。 

 

④案内ガイド・体験学習講師 

 ガイドの会は 9:00 集合。乗り合いを依頼済み。駐車場係が駐車場へ誘導する。 

 体験学習講師は 9:30 に休憩所集合。体験学習材料をおろしてもらい、車両は駐車場へ移動（必

要に応じて実行委員が車両をあずかり移動する。 

 

 

(3)ゴミ処理対応 

 ゴミ箱スペースは、休憩所前の物産販売ブースに設ける（勝連城跡内には設置せず、グスクから

ゴミを持参してもらう）。燃えるゴミ、ペットボトル、缶（スチール、アルミ）等の分別に努め

る。 

 ゴミの収集は勝連環境に依頼する。 
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(4)会場配置計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

休憩所前駐車場配置計画 

 

 

5 台 

2台 

6台 9台 
8台 7台 

4台 

・普通車：39 台 

・身障者：2 台 

A-1：観光物産協会（5社） 

A-2：酒造メーカー 

A-3：総合生産部会（農作物） 

A-4：てぃーらぶい・万鐘 

A-5：南風原漁組・南風原区 

飲食ブース：共用（来場者用） 
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物販 B-1 本部席 

発掘遺物の展示 

演舞エリア 

城跡四の曲輪配置計画 

休憩所内配置計画 

B-1：うるまジェラート 

西原区（飲料） 

演舞エリア 

音響 

飛行機大会利用 

出演団体待機場所 
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８．実施運営・管理、人員配置（案） 

役割 名称 配置 

実行委員長 池根良吉、益田原武一 

※委員長対応他、両区参加者のサポート 

休憩所前本部席 

イベント管理 

平良一雄、座喜味達也（市商工観光課） 

安田邦登（市観光物産協会） 

※来場者、市民、マスコミ・他対応 

休憩所前本部席 

イベント総括 
宮城榮治、大城涼子（国建） 

※全体総括、各担当との調整 

休憩所前本部席 

プログラムＭＣ・アシスタント 喜瀬剛、糸洲美加乃（ミスうるまミスグリーン） 四の曲輪 

プログラム進行スタッフ・受付 

大城和彦、伊禮真秀、親田政利、久田裕子 

奥原拓（国建） 

※出演者受付、待機・進行管理、撤去 

四の曲輪・ 

四の郭本部 

音響 サウンドパッケージ 徳山氏 四の曲輪 

阿麻和利生徒・着付け担当 
兼城詩子、着付け者 

※着付け立ち会い、生徒誘導 

南風原区公民館 

四の曲輪 

物産販売総合管理 

（設営・撤去管理含む） 

※設営 26日午後、27日朝 

  撤去 27日夕方 

小山敦史、島袋行正、国吉康史、具志堅永信、

久田裕子、新嘉喜長健（国建） 

ボランティア〔設営・撤去〕10～20人 

※設営・撤去確認、物産ブースの支援 

駐車場 

駐車場管理責任 

仲本剛志、市職員 2人（与勝中・与勝病院、他） 

ボランティア〔誘導〕5～6人 

※大型バス誘導、一般車両の誘導 

駐車場 

与勝中学校 

与勝病院 

城跡下誘導 

車両係（参加者誘導） 

市職員 1～2人（公用車） 

ボランティア〔誘導〕2人 

※四の曲輪への誘導、身障者・高齢者送迎 

各公民館～城壁

下 

ボランティア対応 

島袋行正、兼城詩子 

大城涼子・新嘉喜長健（国建） 

※ボランティアの作業手配 

休憩所前本部席 

ガイド・体験学習会対応 
大城涼子（国建）、ボランティア 2人 

※ガイド・講師の補助、本部との連携 

休憩所内 

アンケート対応 
新嘉喜長健、調査員 2人（国建） 

※一般来場者・関係者アンケート調査依頼・回収 

駐車場、四の曲輪 

記録・撮影 
新嘉喜長健、奥原拓、大城涼子（国建） 

※プログラム・物産販売等写真撮影 

駐車場、四の曲輪 
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９．緊急時連絡体制図 

 
 

10．看板設置 

①イベント看板（横断幕） 

 市観光物産協会にて製作。当日は横断幕を県道沿い、四の曲輪手前へ設置する。 

 

②プログラム・物産ブース配置版 

 国建に手製作、A2サイズ 各 2枚程度作成 

 

③駐車場誘導サイン 

 市のイベント利用しているものを利用。 

 

④阿麻和利・百度踏揚のぼり 

 市教育委員会所有。休憩所 2階より設置。 

 

⑤勝連城跡のぼり 

 市教育委員会所有。県道沿いに設置。 

 

うるま警察署：973-0110 

与勝消防署：978-3283 

 

負傷者又は 

第一発見者 

 

スタッフ 

負傷者 

救急車 119 

病院 

イベント本部 

市商工観光課 平良一雄 090-1949-0455 

座喜味達也 090-3010-6528 

(株)国建 宮城榮治 090-9789-7928※ 

※メイン連絡先 

救急病院の連絡先 

沖縄県立中部病院：098-973-4111 字宮里 281 

通報 通報 

通報 

指示 救護 

救護 

要請 

要請 

出動 

搬送又は待機 

搬送 
容態問い合わせ 

診断書入手 
通報 


