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事業の背景 

  津堅島は、うるま市唯一の離島であり、島の宝である自然や文化といった地域資源

を保有している。しかし同時に津堅島は、人口流出や就業の場が少ないこと、ごみ処理

問題といった離島特有の課題も多く抱えている。 
 こうした島特有の不利性を克服し、より暮らしやすい島づくりを図るため、島の自然

環境や農水産物など地域資源を生かした住民主体の活性化が望まれている。また、現存

する自然・文化を継承していくことができる人材の育成も、島の活性化にとり鍵となる。 
 
 

事業の目的 

上記の背景を踏まえ、本事業では島の住民自らが津堅島の宝を（再）発見・（再）認

識し、住民主体の地域おこしに繋げていく仕掛けとサポートを行い、津堅島の活性化と

定住化、地場産業の創出・拡大などを図ることを目的とする。 
基本方針として、現地踏査・調査、先進地視察等を実施し、津堅島が抱える環境・地

域振興に関する課題を抽出・分析するとともに、地域との対話等を通して住民自らが課

題を解決できるような仕組みづくりに向けた事業を展開する。 
 

事業の概要 

■ 実施項目 

1. 現状確認と課題の抽出 （データ、ヒアリング、ワークショップ） 
2. 講演会の開催 〔計二回実施〕 
3. 地域行事の視察（マータンコー） 
4. 先進地の視察 〔計二回実施〕 
5. 島内調査の実施 

■ 実施日程 

平成 24 年 
12 月 26 日（日） 地域行事の視察（マータンコー） 
平成 25 年 
12 月 9 日（金） ワークショップ（ユンタク会）①：「第 1 回津堅島の島おこし

を考える」 
1 月 23 日（水） ワークショップ（ユンタク会）②：「第 2 回津堅島の島おこし
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を考える」 
2 月 18 日（月） 講演会の実施 ①：山城克己氏 
4 月 17 日（水） 講演会の実施 ②：山田有子氏 
5 月 7 日（火）～9 日

（木）     
先進地の視察 ①：伊良部島・池間島視察（2 泊 3 日） 

5 月 17 日（金） 島内調査の実施「島あっちゃ～with なんでもお助け隊 in 津堅

島」 
6 月 3 日（月） 先進地の視察 ②：沖縄体験ニライカナイ 

 

■ 各実施項目の概要 

1．現状確認と課題の抽出 
本事業を推進するにあたり、事業推進の背景や、効果的な事業展開に向けた方策のあ

り方について情報を収集・整理した。 
島の現状確認及び課題の抽出は、島の概況、産業構造、観光等に関する各種「統計デ

ータ」、住民、行政及び関係団体に対して複数回に渡って実施した「ヒアリング」、計 2
回の「ワークショップ（ユンタク会）」から行った。それぞれにおいて抽出された内容

は以下の通りである。 

 

 データ編 

■島の概況 

 

人口構造 
○昭和 45 年には 1,000 人を超えるも、その後減少し平成 22 年現在 470 人となってい

る。 

 津堅島 
人口 470 人 （平成 22 年国勢調査） 
面積 1.88 平方㎞ 
所属自治体 沖縄県うるま市 
高齢化率 36.8％ （H25 年 4 月住民基本台帳） 
本島の港からの所要時間 平敷屋港から高速船で約 15 分、フェリーで約 30 分 
船の便数/日 5 便 
民宿の件数 4 軒 
特産品 人参、モズク、海産物加工品 
祭・行事 清明際、ハーリー、唐踊り、マータンコー 
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○人口構成は、45 歳～59 歳と 70 歳～79 歳の 2 つにピークがあり、25 歳～40 歳が少

ない。 
○高齢化（平成 25 年 4 月末現在：36.8%）が進展している。 

（「高齢者」とは、65 歳以上の人のことをいう。） 
○各世代で、女性より男性の数が上回っているが、特に 20 代～40 代女性の数は男性の

半分以下である。 
 
津堅島の人口数・世帯数                              

 
（単位：人・世帯） 

  

 
＊出典：国勢調査（平成 22 年度） 

 
 
 

昭４５年 昭５５年 平成２年 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年

男性 539 416 337 273 270 253 255

女性 633 452 353 281 261 232 215

計 1172 868 690 554 531 485 470

世帯数 245 267 233 212 207 210 193
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津堅島の世代別人口分布                    （単位：人） 

 
                               （単位：人）  

 
 
                                                  
                                                   
 
 
 
                                                     
 
 
                ＊出典 住民基本台帳（平成 25 年 4 月末現在） 

 
産業構造 
○第一次産業に従事する住民が多い。 
○漁業分野では、モズクを中心にイカや魚の水揚げが行われ、農業分野では、人参が特

産物として有名である。 
○第二次産業従事者が極端に少ないことから、第一次産業で生産した原材料を加工する

態勢・組織が整っていないといえる。 
 
 

0代 10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 １００歳以上

男性 11 13 11 36 33 81 49 34 25 8 0

女性 10 11 11 13 10 37 30 39 48 12 2

計 21 24 22 49 43 118 79 73 73 20 2

３９人 

２９２人 
１９３人 

15歳未満 15歳～64歳 65歳以上

39 292 193

7.44% 55.73% 36.83%
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産業別就業者数              （単位：人） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

（単位：人） 
 
 
 

 
＊出典：国勢調査（平成 22 年度） 

 
観光 
○観光客・工事関係・その他の数は平成 21 年まで増加傾向にあったが、その後減少し

ている。増加の要因は、津堅島における大型公共事業によるものであり、平成 21 年

から平成 22 年にかけての減少の要因は、大型公共事業の終了に伴う影響が大きい。 
○観光名所や旧跡、ビーチやキャンプ場等の娯楽施設など、観光客を呼び込む素地があ

る。 
 
  

農業 漁業 第2次産業 第3次産業

男性 48 73 1 11

女性 9 0 0 35

総数 57 73 1 46
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津堅・平敷屋航路の旅客数の推移                （単位：人）                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊出典：うるま市企画課推計 
 

 

 

 
  
 
 
 
 

（単位：人） 
＊往復の合計。片道を 1 人としてカウントする。 

 
名所旧跡等 

 
 
 
 
 

トゥマイ浜　中の御獄　ホートゥガー　灯台跡　新
川グスク　和名浜貝塚　キガ浜貝塚　クボウグス
クとその植物群落　ヤジリ浜貝塚　ペークガマ
イサハッチャミの墓　国森の御嶽　ヒガル御嶽

 津堅ビーチ、キャロット愛ランド公園

主な観光名所・文化財・史跡等 娯楽施設（ビーチ、キャンプ場）

津堅 平敷屋 合計
島民と学校・
施設関係者

観光客・工事関係・
その他

平成19年 32,137 31,406 63,543 39,190 24,353

平成20年 44,707 45,663 90,370 39,302 51,068

平成21年 52,302 51,439 103,741 39,360 64,381

平成22年 42,094 42,563 84,657 39,190 45,467

171,240 171,071 342,311 157,042 185,269

内訳乗入港
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 「ヒアリング」から 

＜住民＞ 
島の現状 
○高齢化が進み、若い人たちの職業の場がないため、人口も減り続けている。 
○小型焼却炉がないため、うるま市に要請している。 
○不法投棄が多く困っている。住民の意識づくりが必要である。 
島の活性化について 
○津堅島は人参が有名だが、シーズンオフになると売れるような加工品がない。 
○地域の行事は盛んだが、若者を島おこしにどう巻き込んでいくかが課題である。 
○島おこしのためには若い人たちのパワーがどうしても必要である。 
○青年部は、エイサーを復活させようという動きがあり、島のために動いてくれる。 
○津堅農業構造改善センターを、若い人の就業の場や、食堂として活用していきたい。

「今帰仁の駅そ～れ」のようなものを目指している。 
＜うるま市観光物産協会＞ 
協会の島おこしに向けた方向性 
○津堅人参は県内外で有名だが、過剰生産や規格外などで販売できないものが島内のあ

ちこちに放置されている。協会は物産も扱っているので、それらの人参を使って、物

産販売できないか考えたい。 
○将来、津堅島の民泊の受け入れ窓口となる可能性もあるため、島の住民と密に連携し

ていきたい。 
 
 「ワークショップ」から 

島の現状 
○今まで幾つかのコンサルが島おこし事業のために入ってきたが、結果が出なかった。

今回こそは意地を出してやっていきたい。 

○島の伝統文化をいかに島外に発信するかが課題である。 
参加者からの声 
○人を呼びこみ、子どもを増やし、活気のある島にしていきたい。 
○料理を注文したら、すぐに提供できるような体制（設備）が欲しい。 
○島内の交通手段が不足しており、観光客用・住民用にバスが欲しい。 
○津堅島でガイド養成の話があったが、途中で立ち消えとなってしまった。ガイドの養

成が必要である。 
○島の案内ルートも確立されていないため、観光ルートを作成する必要がある。 
  
2．講演会の実施 〔計二回実施〕 

伊江島と恩納村で、それぞれ地域活性化に携わる専門家を津堅島に招聘し、2度の講演会

7 
 



を開催した。講演内容は、地域活性化に携わったきっかけや組織の立ち上げ、失敗談や成功

例など、今後津堅島が通るであろう事例等を中心に紹介していただいた。講演会終了後は、

質疑応答の時間を設け講師と津堅住民の対話の場を創出し、住民の意識づくりをサポートす

ることを目的とした。 

 

 「ちゃ～すが津堅島 島おこし講演会 

   ―民泊で島が元気に！伊江島発の「ヒューマンツーリズム」とは？―」 
   
日 時：平成 25 年 2 月 18 日（月） 19：20～21：20 
場 所：津堅公民館 
講 師：山城克己氏（伊江村議員、元伊江島観光協会会長） 
参加者：住民 16 名、うるま市観光物産協会 2 名 
内 容：元伊江島観光協会会長の山城克己氏に、伊江島の地域活性化策（民泊受入れや

コーディネーターの養成等）について講演していただいた。講演会終了後は質

疑応答の時間を設け、フロアーからも質問が次々と投げかけられ、活発な意見

交換会となった。 
 
 「沖縄体験ニライカナイ」流 感動体験の創出 

   ―安心安全な体験プログラムの実践を通して―」 

 
日 時：平成 25 年 4 月 17 日（水） 19：30～21：00 
場 所：津堅公民館  
講 師：山田有子氏（沖縄体験ニライカナイ指導員） 
参 加 者：住民 16 名 
内 容：津堅島出身で、年間約 8 万人もの修学旅行生の受入れをしている「沖縄

 体験ニライカナイ」で指導員として活躍する山田有子氏に、体験プログ

 ラムや地域の活性化について講演していただいた。 
 

3.  地域行事の視察 
 マータンコー視察 

 「マータンコー」は毎年旧暦 11 月 14 日（2012 年は新暦 12 月 26 日）に行われる津

堅島の伝統行事の 1 つである。この地域行事に取り組む住民の様子を拝見し、一緒に参

加することで、住民との距離を縮め、観光資源としての活用の可能性について把握する

ことを目的とした。 
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日 時： 平成 24 年 12 月 26 日（日） 13:00～15:00 
場 所： 津堅島内 
参加者： 約 30～40 名 

 （うち棒術（4 名）、旗持ち（2 名）、三線（4 名）、仮装の行列（20～30 名）） 
参 観 者： 約 40 名 
 
4.  先進地の視察 〔計二回実施〕 
 伊良部島・池間島視察 

津堅島の現状に適した実現可能・持続可能な地域おこしの参考とすることを目的に、

伊良部島・池間島の視察を実施した。視察先では、昨年度から民泊の受入れや地域交流

型の体験プログラム実施を開始した伊良部島と、島の高齢者を元気にすることを目的に

「いけま福祉支援センター」を立ち上げた池間島の民泊事例を聞きとった。また、池間

島では実際に民泊を体験し、津堅島での導入の可能性を探るとともに、池間島住民との

交流を図った。 
 

日 時：平成 25 年 5 月 7 日（木）～5 月 9 日 

場 所：宮古島市伊良部島・池間島 

参 加 者：津堅住民（7 名）、うるま市観光物産協会（2 名） 

 
 沖縄体験ニライカナイ視察 

 学校や旅行会社からの信頼が厚く、年間約 8 万人もの修学旅行生を受け入れている

「沖縄体験ニライカナイ」にて、実際に「沖縄体験ニライカナイ」の提供するプログラ

ムを体験することで、津堅島の現状に適した実現可能で持続可能な体験プログラム開発

の参考を目的に視察を行った。沖縄体験ニライカナイの研修施設にて、参加者（20 歳

～83 歳までの老若男女）は各自 2 つのプログラムを体験した。午前中は参加者全員で

「沖縄料理体験」に参加し、午後は「農業体験」、「マリンクラフト」、「沖縄菓子づくり」

のプログラムの中から自身の興味や年齢に合ったプログラムを選択し体験した。 

 
日 時：平成 25 年 6 月 3 日（月） 
場 所：恩納村山田「沖縄体験ニライカナイ」 
参 加 者：津堅住民（25 名） 
 
5.  島内調査の実施 
 「島あっちゃ～with なんでもお助け隊 in 津堅島」 

 地元住民と各分野の専門家とで島内調査を行った。「島あっちゃーwith なんでもお助

け隊 in 津堅島」と銘打ち、参加者全員で地図を片手に島内を練り歩き、各専門家のア
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ドバイスを受けながら島の魅力・課題を（再）発見し、整理することで、島の将来の将

来について参加者全員で考え、今後の方向性を見出すことを目的とした。 
 
日 時：平成 25 年 5 月 17 日（金）9：30～17：30 
場 所：津堅島内 
参加者：計 63 名 
〔内訳〕住民（35 名）、各分野の専門家*（6 名）、 

うるま市役所各課職員（12 名）、沖縄県庁職員（1 名）、うるま市観光物産協

会（3 名）、プロモーションうるま（3 名）、(株)カルティベイト（3 名） 
    *分野：ランドスケープ、土木、動植物、内装・インテリア、マリンスポーツ、

体験プログラム作成 
内 容：午前中は、各自津堅島の白地図を片手に、ランドスケープチーム、環境・美化

チーム、施設・内装チーム、自然チーム、文化・歴史チームの 5 つのチームに

分かれ、津堅島の魅力や課題などをチェックして回った。その後、昼食も兼ね

て「島あっちゃー」で気づいた島の魅力や課題などを洗い出し、模造紙や津堅

島の白地図に書き込み整理した。「島あっちゃー」のとりまとめとして、各チ

ームでまとめた地図や魅力・課題を整理した表を用いて代表者が発表し、参加

者全員で島の現状把握及び方向性を確認し合った。このようにして地元住民と

各分野の専門家が一緒に島を歩き、魅力や課題を共有し、対策について話し合

うことで、島の活性化のために住民自らができること、行政が手がけるべきこ

とについて確認しあった。 
 

 

事業の総括 

■ 確認された島の魅力 

 環境   自然が豊富に残っており、多様な動植物が生息している。 

 観光   島をあげての年中行事が多い。 

 特産品  島外に誇れる農水産物が多い（モズク、人参など） 

 

■ 見えてきた課題 

 島内環境の荒れ、景観――最大の課題 
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・本事業を通して見えた津堅島最大の課題は、生活ゴミを始めとする不法投棄、廃車の

放置、農漁業具の後始末不足、そして施設や遊歩道など管理不足による島内環境の荒

れである。 

・ゴミは、森林や海沿い、文化財付近といった人目につきやすい場所でも投棄されてお

り、今後、観光客誘致を目指す津堅島にとってはマイナス要素である。 

・投棄の問題は生活ゴミに限らない。津堅島の特産である津堅人参も間引きされたもの

や規格外のものなどが畑の片隅や路肩に放置されている。景観が悪くなるだけでなく、

作物の病気が蔓延する可能性が専門家より指摘された。また島はモズク漁でも有名だ

が、使用後のモズク網が無造作に放置されたものもあり、景観に影響をきたしている。 

 

 施設の老朽化、管理の不足 

・施設の老朽化と施設管理不足の問題も指摘される。特に風光明媚な景観が望める遊歩

道（島の西部の森林内に位置）は入口付近で崖崩れをおこしており、かつ歩道の一部

は雨水や地下水の噴き出しにより凸凹しており、歩行に危険でもある。 
・草木も伸び放題に生い茂っている。島民の多くは普段訪れることもなく、年に 1～2
回シルバー人材派遣センターの方々が草刈りを行なっている状況であり、管理不足は

否めない。 
・遊歩道付近にあり、津堅島のシンボルである人参を象った展望台は、外側のペンキが

剥がれ落ち、階段も修理・補修が必須であり、安全面からも早急な対応が必要である。 
・港ターミナルや津堅農業構造改善センターにおいては、施設そのものの老朽化に加え、

物が雑多に積まれ、放置が目立つ。 

 観光振興における課題 

・津堅島は沖縄本島から高速船で約 15 分の場所に位置し、気軽に行ける島の一つであ

るが、世間一般における認知度は依然として低い。インターネット等を利用した島の

PR 活動が必要であろう。 
・現在、島を案内できる島民が少なく、人材の育成も急務とされる。 
・観光振興のためのハード面も充実しているとは言えず、観光マップの作成や立て看

板・道標の設置も急がれる。 
・島の豊かな自然・資源はこれまで観光振興に十分に結び付けられてこなかった。観光

振興に力を入れていくのであれば、自然・資源を活用した観光（体験）メニューの商

品化も、ハード面の充実、認知度の向上などが、人材育成とともに必要となろう。 
 

 就業の場の不足、人口流出・高齢化の進行 

・所得確保の難しさ（不安定な収入）、人口流出、高齢化の進行も津堅島の抱える問題

である。ヒアリングでは、幾度か「お嫁に来てくれる女性が必要」、「子どもを安心し
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て育てられるための環境作りが必要」、「収入が少ないため（職がないため）、結婚か

ら遠のいてしまう」といった声が聞かれた。 
・島には第一次産業以外で収入を得る手段が少なく、就業の場も非常に限られている。

また第一次産業は天候に左右されやすく収入は安定的ではない。そのため別の職を求

め島外に出、そのまま戻らない者も少なくない。若い人を受け入れる基盤が弱いため、

高齢化率は 36.8％（H25 年 4 月末）にまで上がっている。 
 

■ 課題への提案 

 上記の課題に対し、島内外から多くの提案（解決案）が出された。これらは以下の

ように整理することができる。 
 各項目に共通しているのは、人材育成の必要性であり、これは根底的な課題といえ

る。人材の育成とともに、役場・学校を退職した津堅島在住者などリーダーシップ

を発揮しうる人材の発掘も今後必要となってくる。 
 
［環境美化］ 
環境美化の推進案 

・意識を変えるための啓蒙活動の実施（ゴミ分別の指導を徹底する） 
・クリーンアップ大作戦の実施 
・学校の児童生徒と一緒に花を植える 
・自動販売機の側やビーチ入り口、景観地にポイ捨て防止のためのゴミ箱を設置する 
・小型焼却炉を導入する 
・市やシルバー人材派遣センター、ボランティア団体と一緒に草刈り清掃をする 
・流木や貝殻など自然のものを使って、おしゃれな案内板を作成する 
 
［特産品］ 
特産品活用案 

・間引きされた人参や規格外の人参は、形にとらわれない加工品にして販売する（ジュ

ース、パウダー、ペースト、ドレッシング、ブランド畜産の飼料、アイスクリーム、

チップス等） 
・モズクの加工品についても、既存の商品の質の向上を図り、新たな加工品をプロデュ

ースする 
・年代や組合など、グループ毎に商品開発をし、特産品を使ったメニューコンテストを

開く 
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販路拡大に関する提案 

・特産品販路の開拓（JA や漁協組合など既存の組織を活用する／新たな組織体制をつ

くって販売する） 
・特産品販路確保、拡大を図れるような人材の育成をする 
・マーケティングプロを招聘し、勉強会を開く 
・インターネットを利用した販路拡大 
 
［観光振興］ 

必要なツール作成 

・観光マップ、案内板などを設置する。また、子ども向けのマップがあっても良い 
・観光コースを定める 
・島内バスの導入を検討する 
 
勉強会の開催 

・住民自ら『津堅島の記録』という本などを活用し、津堅島に関する勉強会を開く 
・高齢者に津堅島の話を聞き取りし、文化や歴史、植生などについて勉強する 
・文化や歴史、植生などに関する広範な知識がなくとも、幼少の頃の津堅の話をするこ

とで観光客の心をつかめるような「語る技術」について勉強する 
 
遊歩道の回復 

・壊れている箇所について、うるま市役所と住民が協力して早急な調査・補修をする 
・遊歩道に軽トラックが通行可能な管理道路脇に設置する 
・傾斜の強い箇所に関しては、ゆるやかに整備するのも一案である 
 
遊歩道の質の向上 

・遊歩道のマップや立て看板、道標を作成する（市役所と住民が一緒になって行う） 
・ハーブなどを植え蚊の発生を抑える 
・遊歩道内で暗すぎる場所については、適度に伐採したり、街灯を設置するなど工夫す

る 
・歩行者が休めるよう東屋を設置する 
・遊歩道をバリアフリーウッドデッキにし、植生をなるべくそのまま残す 
・動植物を不法採取されるのを防ぐため、条例を定めきちんと管理する 
 
可能性のある体験プログラム案及びツアー案 

・津堅の海岸で採れる貝殻やサンゴを使ったマリンクラフト 
・人参の間引き体験や紅芋掘り 
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・モズクや人参を使った特産品の料理体験 
・ハブがいないので、子供向けに探検ツアー、昆虫採集、ヤシガニツアー、ウミガメツ

アー、星空観察をパックツアーとして宿泊客を伸ばす 
・津堅の行事参観ツアーや高齢者の得意とする体験プログラム 
・戦争遺跡を活用した平和学習 
 
新たな津堅ブランド構想 

・バタフライアイランド構想 
・フラワーアイランド構想 
 
インターネットを利用した情報発信 

・津堅島におけるネットユーザーの実態を調査し、情報発信者になりうる人々を発掘す

る 
・SNS やブログを開設し、島外へ情報を発信し、観光客を呼び込む 
・インターネットの活用について講座を開く 
 
［所得の増加／就業の場の確保、そして定住化］ 
所得の増加 

・安定した収入が得られるような仕組みづくり（補償制度の活用、複数の販路確保等） 
・副業できるシステムや機会を作り、収入アップを図る 
 
就業の場の創出 

・既存の就業の場の質の向上を図り就業者を増やす 
・新しい産業を開拓し、新規就業を目指す 
・島外の人と提携を結ぶことで、職のノウハウを得て、島に還元する。 
 

■ 総括 

 成果 
・本事業の当初に出された要望のほとんどが、「行政が行うべき当たり前のサービス」

という認識に立ったもの、もしくは「～が欲しい、導入してほしい」といったハード

面の充実を求めるものであった。しかし、アンケートの回答や感想（※詳細について

は報告書本冊を参照されたい）からも読み取れるように、実施回数を重ねる毎に、「津

堅島にある宝を掘り起こそう、活用していこう」等の主体性の窺える内容に変化して

いる。 
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・地域活性化において最も大切なことは、住民に「足元の宝」に気づいてもらうことと、

主体的に動いていく「意識が生まれる」ことである。本事業では、「やる気次第で島の

活性化はできる」、「津堅島でもできる」という自信をつけてもらうことを目標にして

きたが、前述のように確実な意識の変化が見えることから、本事業に基づく影響がう

かがえる。 
 
・全実施項目の終了後に行った電話ヒアリングのなかで、6 月 13 日に津堅島の将来を

考え、行動するための話し合いを老若男女 6～7 名で開催したとの話を聞いた。これは

「第 1 回津堅島サミット」と称されており、本事業における「先進地視察」で訪れた

池間島の前泊氏の話からヒントを得たとのことであった。「話し合い」や「会議」とい

う名称や形態に拘らず、ネーミングに遊び心を持つこの「津堅島サミット」は、住民

自らが呼びかけ、自らが開催したものである。このような面からも住民の意識の変化

が垣間見える。 
 
・地域活性化は地元住民だけで行われるべきものではない。同じ空間を共有する島外者

や行政も共に関わりあう事で、新たなアイディアや解決策、希望が生じ、実際に行動

として動き出すことが、結果として地域の活性化に拍車をかけることとなる。本事業

では、津堅島の振興に関わる（関わり得る）団体や専門家を複数回招聘するなど、包

括的な「津堅島応援団」が結成され、住民による主体的な島おこしに必要な素地を作

ることができた。 
 
・今回、現状課題の把握とともに力点を置いたのが、住民との信頼関係作りであった。

事業を取り組むにあたり、島内に地域のコーディネーターや受け入れ組織・施設がほ

とんどないことから、一から関係作りを図った。複数回のヒアリングや島内調査、そ

の他の実施を通して、将来島のキーパーソンとなりうる人々を中心に地道に信頼関係

を築くことを目指した。実施を重ねるごとに参加人数が増えていったのも、信頼関係

を築き参加の呼びかけを行なった結果であると考えられる。 
 
・高齢化は島の問題の一つであるが、津堅島は高齢者が大変元気である。島の年中行事

に率先して参加（参観）して盛り上げるのも高齢者であり、「先進地視察」として実施

した沖縄体験ニライカナイの視察には 83 歳の方々が数名参加された。島おこしに期待

されるもの、必要とされるものは若者パワーだけではない。伊江島や池間島の例を参

考に、高齢者が活躍できる環境づくりや仕組みづくりをサポートするのも、島おこし

の推進には欠かせない。 
 

 課題 
 次の 3 点を重点課題と設定し、次年度以降の島おこし事業に繋げていきたい。 
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① 産業振興の視点から、本事業の実施によって、地域の経済の活性化に与えた影響に
ついて把握する必要がある。特産品の開発に関しては、人参とモズクに関する課題
を把握することはできたが、その他の特産品（芋やニンニク、津堅大根、魚介類等）
については調査し得なかった。 
 

② 二度の「先進地視察」はそれぞれ成果を得たが、決意やアイディア出しに終わった

感も否めない。次の行動へステップアップできるような展開とフォローが課題とさ

れる。 
 

③ 今回、島における PC 普及率やインターネット回線率については調査できずに終わ

ったが、島の産業振興にとり情報発信が主体的に行える環境にあるか否かは重要な

ポイントの一つとなる。今後、津堅島の認知度を上げるためにも、商品販売のスキ

ルやマーケティングの基礎を得ていく必要からも、地元住民自らが島の情報発信者

になっていくことが肝要である。そのためにはまず、各種 IT ツールの使用方法や

インターネットの活用方法を学ぶ機会の提供も必要と思われる。具体的には、IT
講師の派遣や PC・インターネットの基本講座の開講などが考えられるが、その際、

ハード、ソフトの両面にわたるサポートが求められてくるであろう。 
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■ フローチャート（課題からアクションプランへ） 
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施策案 (次年度の芽出しとして早期に着手したい施策としての課題) 

 上記において確認された津堅島の現状および課題、またそれらへの提案（解決案）を

受け、次年度以降の芽出しとして早期に着手したい施策上の取り組みを、以下「施策案」

として 8 点挙げる。 
なお、施策案については、島おこし支援事業の事業期間である H27 年度までの実施を

目安とするが、進捗状況によってはその後も継続して実施する必要があるものと考えら

れる。 
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No.1 民泊事業の推進 

施策№ №1  
施策名 民泊事業の推進 

取組み主体 地域住民・行政・民間 
現状の取り組み ・うるま市における民泊事業の推進については、これまでも津堅島

を含む島しょ地域などで、単発的な取り組みは行われているが、

具体的な事業化には至っていない。 
・今回の島おこし支援事業において、住民ワークショップ等の意見

を基に、講演会や先進地視察などを実施している。 
施策展開の課題

及び方向性 

・津堅島における民泊事業の推進にあたっては、地域の理解とやる

気が必要不可欠であり、その為の取り組みを推進する必要がある。 
・うるま市では、民泊事業受入の窓口が確立されておらず、今後、

受入世帯への具体的なサポートや総合的な調整を行う窓口となる

組織・団体の整備・育成が急務である。 
・今後、民泊事業の受入を希望する家庭は、関連法令等の条件を踏

まえたうえで、県知事による簡易宿所営業の許可を取得する必要

があるが、煩雑な手続きや費用負担が発生する為、それらの負担

軽減に向けた取り組み・支援を行う必要がある。 
・民泊事業を進めるにあたっては、地域と連携した体験交流プログ

ラムの整備や、訪れた方が快く過ごしてもらえるような景観づく

りなども推進する必要がある。 

推進事項 
目標 

H25 年度 H26～H27年度 

●講習会・先進地視察等の実施 実施 継続実施 
●受入窓口団体の育成・連携 検討 検討・実施 
●民泊手続きに向けた支援 実施 継続実施 
●体験交流プログラム等の開発 調査・検討 検討・実施 

備考（関連施策） 

№2 インターネットを活用した観光情報等の発信 
№3 環境美化・景観緑化活動の推進 
№4 キャロット愛ランド公園の改修・活用 
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No.2 インターネット等を活用した観光情報等の発信 

施策№ №2  
施策名 インターネット等を活用した観光情報等の発信 

取組み主体 地域住民・行政・民間 
現状の取り組み ・情報発信について、現状では島独自の取り組み事例は特に無い状

況にある。 
・津堅島においては、離島ブロードバンド事業が実施されており、

通信回線に関する基本的なインフラは準備されている。 
施策展開の課題

及び方向性 

・離島ブロードバンド事業を通して、津堅島住民がネット利用でき

る環境はあるが、実際に活用している世帯が少なく、10 世帯余り

に留まっている。 
・観光客などに対する津堅島の認知度が低いため、インタ―ネッ、        

ト等を通じた情報発信が必要である。 
・小規模離島が特産品の販路を開拓し、観光客を呼び込むためには、

インターネットの活用が重要である。 
・レアな地域情報を継続的に発信し続けるためには、住民自らが情

報発信者となる必要があり、活用できるような人材を育成する必

要がある。（ブログや SNS 等のソーシャルネットワークを活用し

た情報発信等） 
・インターネットの普及が遅れている現状を踏まえ、住民の年齢や

嗜好に合わせた情報化を展開する必要がある。 
・ネットを通じた商品購入や、娯楽コンテンツ活用等、インターネ

ット活用による島の定住環境向上に向けた方策を検討する必要が

ある。 

推進事項 
目標 

H25 年度 H26～H27年度 

●現状確認と課題整理 調査・確認  
●インターネット活用の検討 検討・実施 継続実施 
●外部講師による講座（人材育

成） 
実施 継続実施 

●ブログ、SNS 等の開設 検討・実施 継続実施 

備考（関連施策） 

№1 民泊事業の推進 
№6 農水産物の販路拡大 
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No.3 環境整備・景観緑化活動の推進 

 №3  
施策名 環境整備・景観緑化活動の推進 

取り組み主体 地域住民・行政 
現状の取り組み ・地域からは過去に環境改善の一環として小型焼却炉導入の要望が

出されているが、実現に至っていない。 
・週に 3 回、地域で保有するゴミ収集車等が島を巡回し、燃やせる

ゴミや燃やせないゴミ及び資源ゴミの回収を行っている。 
・下水処理施設（農業集落排水施設）については、辺地総合整備計

画事業の一環として整備済みとなっている。 
施策展開の課題

及び方向性 
・ごみの分別・収集と、処理方法にかかる課題を抽出・整理する必

要がある。 
・現在、島内随所で見受けられる不法投棄ゴミの処理については、

地域・行政が一体となって解決する必要がある。 
・津堅島の環境改善に資することが期待される小型焼却炉の導入に

あたっては、必要性、ランニングコスト等の負担といった運営管

理のあり方も含め検討する必要がある。 
・下水処理施設の利用状況が低いため、今後は、環境改善の一環と

して接続率の向上に取り組む必要がある。 
・津堅島における環境改善や景観緑化の推進にあたってまずは、住

民の衛生・美化意識の向上を図り、主体的な環境保全活動にとり

組んでもらうことが必要不可欠である。 

推進事項 
目標 

H25 年度 H26～H27年度 

●既存投棄ゴミの撤去（クリーン

アップ作戦の推進） 
実施 継続実施 

●景観緑化活動に向けた住民啓

発活動の実施（講習会・先進地視

察等の実施） 

実施 継続実施 

●小型焼却炉の導入 調査 検討・実施 
●下水処理施設への接続率の向

上に向けた啓発事業等の実施 
実施 継続実施 

備考（関連施策） 
№1 民泊事業の推進 
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No.4 キャロット愛ランド公園の改修・活用の推進 

施策№ №4  
施策名 キャロット愛ランド公園の改修・活用の推進 

取り組み主体 地域住民・行政 
現状の取り組み ・平成 4 年度から平成 9 年度にかけて、津堅島を代表する海浜の一

つであるトゥマイ浜の後背地を中心に、辺地総合整備計画事業と

してキャロット愛ランド公園整備事業（キャンプ場、遊歩道、展

望台等）を実施している。  
・現在、清掃等の一部管理については津堅自治会に委託している。 

施策展開の課題 ・観光資源としての活用が期待できるキャロット愛ランド公園の遊

歩道については、現在、台風等の自然災害により一部区間が崩落

しているなど、利用できない状況にあり、早急に改修などの措置

が必要となっている。 
・キャンプ場についても、整備当初に比べ、利用客が減っている様

子が見受けられるため、今後は、島民や観光客が快適に利用でき

るように、シャワー室やトイレなどの改修とともに、全体図や場

所ごとの解説板など、サインの整備が求められる。 
・キャロット愛ランド公園については、津堅島の観光振興を図るう

えで重要な役割を担っており、現状の改善に向けて、住民の要望

や専門家の意見を取り入れたキャロット愛ランド公園改修計画

（仮称）を策定し、段階的に改修を進める必要がある。 
・「キャロット愛ランド公園」全体の維持・管理の課題を抽出した

うえで、より一層の活用が図れるよう、指定管理者の導入も視野

に入れ、地域と連携し管理運営のあり方について検討・決定する

必要がある。 

推進事項 
目標 

H25 年度 H26～H27年度 

●現状確認と課題整理 調査・検討  
●公園改修計画（仮称）の策定 調査・検討 策定 
●公園改修計画（仮称）に基づく

施設改修・整備 
 検討・一部実施 

●管理運営のあり方について 調査・調整 決定 

備考（関連施策） 
№1 民泊事業の推進 
№8 バタフライアイランド推進事業  
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No.5 津堅農業構造改善センターの改修及び活用の推進 

施策№ №5  
施策名 津堅農業構造改善センターの改修及び活用の推進 

取り組み主体 地域住民・行政・民間 
現状の取り組み ・津堅農業構造改善センターのメンバー（女性 5 人グループ）が週

に 1～2 度、商品開発の集まりを持ち、実際に商品を作っている。 
・これまでに、イカの塩辛やイカの一夜干しなどの商品を開発し、

販売するなどの実績を上げている。 
施策展開の課題

及び方向性 
・現在の津堅農業構造改善センターについては、今後の津堅島の農

水産業における６次産業化の拠点となることが期待されるが、一

部設備等について老朽化なども見受けられるため、今後、運営の

主体となる女性グループの意向を踏まえた施設改修などを検討す

る必要がある。 
・高齢者や観光客などが集える憩いの場や特産品を使った料理を提

供する食堂など、多機能な活用が望まれている。 
・補助事業で建設された施設であるため、用途変更にあたって、法

的な規制をクリアする必要がある。 
・センター周辺の整備が必要である（窓外の木々の適度な伐採や、

駐車スペースの確保など）。 

推進事項 
目標 

H25 年度 H26～H27年度 

●現状確認と課題整理 調査・確認  
●用途変更手続き 実施  
●活用計画（仮称）の策定 調査・検討 策定 
●活用計画（仮称）に基づく施設

改修 
 検討・実施 

備考（関連施策） 
№6 農水産物の販路拡大 
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No.6 農水産物の販路拡大の推進 

施策№ №6  
施策名 農水産物の販路拡大の推進 
担当課 地域住民・行政・民間 

現状の取り組み ・津堅島の人参を活用した「人参ロールケーキ」や「人参パウダー」

が市内企業などにより開発されており、店頭での一般販売に加え、

沖縄県離島フェアや市内の五島フェア（（株）あやはし主催）な

どでの販売実績を上げている。 
・津堅構造改善センターの女性メンバーを中心に開発・生産してい

るイカの塩辛やイカの一夜干しなどについては、離島フェアなど

での販売実績を上げている。 
・津堅島は県内でも有数のモズク生産地となっており、民間商業ベ

ースで商品開発され、販売されている。 
施策展開の課題

及び方向性 
・農水産物（人参、芋、モズク、魚介類）は豊富に獲れるが、既存

の販路に加え、インターネット等を活用した新たな販路の拡大が

必要とされている。 
・収益力を上げるにはブランド力を高め、付加価値の高い特産品を

開発する必要がある。 
・消費者のニーズにこたえられるような特産品開発を行えるよう、

講座等の開講や視察が望まれている。 
・販路拡大のための組織づくりや、島内で特産品を使った料理を提

供する場などが必要である。 
・規格外や小さな瑕疵のある人参が畑の側に放置されており、作物

の病気が蔓延する可能性があるため、適切に処理するか、又は形

を問わない加工品といった商品を開発する必要がある。 

推進事項 
目標 

H25 年度 H26～H27年度 

●現状確認と課題整理 調査・検討  
●マーケティング調査・分析 検討 実施 
●組織づくり 調査・検討 検討・実施 
●特産品開発 検討 実施 
●担い手の育成（講座開催・実践

指導） 
実施 継続実施 

備考（関連施策） 
№2 インターネット等を活用した観光情報等の発信 
№5 津堅農業構造改善センターの改修及び活用 
№7 津堅旅客待合所の環境整備・活用の推進 
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No.7 津堅旅客待合所の環境整備・活用の推進 

施策№ №7  
施策名 津堅旅客待合所の環境整備・活用の推進 
担当課 行政・民間・地域住民 

現状の取り組み ・平敷屋～津堅航路利用者の快適性・利便性向上を目的に沖縄県が

整備した旅客待合所については、現在、その一部が航路事業者（(有)
神谷観光）のチケット売場、及び物産品の販売所として活用され

ている。 
・運営管理については、県から市に事務委任されており、更に清掃

等について、市から津堅自治会に委託されている。 
施策展開の課題

及び方向性 
・津堅島を訪れる観光客などにとって最初の玄関口となる旅客待合

所だが、現在、観光案内情報に乏しいため、今後、観光案内板の

整備や案内用パンフレットの配布が望まれる。 
・物産品については、島の特産品である人参や水産物加工品（イカ

の塩辛等）も販売されているが、品薄になる時期もあるため、今

後は、新たに開発される特産品等の恒常的な仕入れ・販売も検討

する必要がある。 
・旅客待合所は、津堅島の観光振興の拠点施設の一つと考えられる

が、現在は外観や内装及び周辺環境も含め、観光客等に華やかな

印象を与える彩りが足りない様子が見受けられるため、今後、施

設周辺の緑化等も含めた環境整備の検討を行う必要がある。 
・旅客待合所のより効率的、効果的な活用が図れるよう、今後は、

施設を保持・管理する県や市及び地域が連携し、指定管理者の導

入等も含めた運営計画（仮称）を策定する必要がある。 

推進事項 
目標 

H25 年度 H26～H27年度 

●現状確認と課題整理 調査・確認  
●観光案内板等の設置 検討 検討・実施 
●施設環境整備 検討 検討・一部実施 
●運営計画（仮称）の策定  実施 

備考（関連施策） 
№3 環境整備・景観緑化活動の推進 
№6 農水産物の販路拡大の推進 
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No.8 バタフライアイランド推進事業 

施策№ №8  
施策名 バタフライアイランド推進事業 
担当課 行政・民間・地域住民 

現状の取り組み ・現状での取り組みは無し。 
 

施策展開の課題

及び方向性 
・今回の事業の一環として行った「島あっちゃーwith なんでもお助

け隊」の結果、同行した専門家から出された、「島には多くの野

生の蝶が生息しており、非常に貴重な自然資源である」との助言

を参考に、今後の観光資源としての活用可能性について検討を行

う。 
・津堅島の気候風土にあった蝶を選定し、食草が育つ土壌であるか

の調査が必要である。 
・蝶を愛するうるま市内の同好会と協力体制を取り付け、蝶の繁殖

計画を策定し、段階的に繁殖させることが求められる。 
・蝶のみならず、花木を増やすことで、来訪者にも島の住民にも魅

力ある島づくりが求められる。 
・花や蝶の季節には、イベントを企画し、島のブランド向上と観光

振興を図る必要がある。 

推進事項 
目標 

H25 年度 H26～H27年度 

●現状確認と課題整理 調査・検討  
●バタフライアイランド推進計

画（仮称）の策定 
実施  

●花木や食草の植樹と育成  実施 
●イベントの実施  実施 

備考（関連施策） 
№4 キャロット愛ランド公園の改修・活用の推進 
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メディア掲載 

 
2013 年 6 月 2 日（日）「琉球新報」掲載記事 

 

 

27 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 25 年度 うるま市「津堅島」島おこし支援事業 

業務実施報告書（概要版） 
 

平成 25 年 7 月 

株式会社 カルティベイト 
 
 


	事業の背景
	事業の目的
	事業の概要
	■　実施項目
	■　実施日程
	■　各実施項目の概要
	1．現状確認と課題の抽出
	2．講演会の実施　〔計二回実施〕
	3.  地域行事の視察
	4.  先進地の視察　〔計二回実施〕
	5.  島内調査の実施


	事業の総括
	■　確認された島の魅力
	■　見えてきた課題
	■　課題への提案
	［環境美化］
	［特産品］
	［観光振興］
	［所得の増加／就業の場の確保、そして定住化］

	■　総括
	 成果
	 課題

	■　フローチャート（課題からアクションプランへ）

	施策案　(次年度の芽出しとして早期に着手したい施策としての課題)
	No.1 民泊事業の推進
	No.2 インターネット等を活用した観光情報等の発信
	No.3 環境整備・景観緑化活動の推進
	No.4 キャロット愛ランド公園の改修・活用の推進
	No.5 津堅農業構造改善センターの改修及び活用の推進
	No.6 農水産物の販路拡大の推進
	No.7 津堅旅客待合所の環境整備・活用の推進
	No.8 バタフライアイランド推進事業

	参考資料

