
第 3回渡嘉敷村観光振興計画策定準備委員会 

質疑応答 議事録 

 

【実施日時】2017年 8月 24日（木） 19:00-21:30 

【開催場所】渡嘉敷村役場（大会議室） 

【出 席 者】委員（敬称略） 

松本村長※中座、大城副村長（策定委員会委員長）、 

小嶺哲雄（策定準備委員会委員長）、小嶺国士、 

水澤豊子、中馬直樹（代理：田中守）、金城悦男、国吉晴大 

吉崎誠、金城肇、金城渉、池松来、長谷和典 

事務局（敬称略） 

渡嘉敷村）：玉城広喜、内野珠子 

ライ）：草間亜沙子、黒岩考自、山岸彩夏 

石川）：石川武男（コーディネーター） 

JTB）：神谷和幸、喜納淳、片瀬泰介、池原和也         計 23名 

 

小嶺哲雄 委員長） 

前回の会議でいろいろ意見がありました。今回、渡嘉敷観光振興計画を作っていくという

ことで準備委員会を立ち上げていますが、渡嘉敷村として観光立村を掲げている上で、村

長の想いも含めて今日はお集まりの委員の皆様にも聞いていただき、頑張っていただきた

いと思います。では村長宜しくお願いします。 

 

村長挨拶） 

策定準備委員会の進め方について意見があるようですが、詳細については商工観光課長か

ら随時話を聞いております。沖縄県の観光は伸びており、平成 33年度の目標入域観光客総

数を 1200万人に上方修正した。県はとても力を入れており、合わせて各市町村も力を入れ

ている。本村も、国立公園に指定されて以降、平成 27年度 123,000人→前年度は 129,000

人、マリンライナーの故障等もあり、129,000人に留まり 13万人にはいかなかった。今年

度は台風の影響もなくこれまでは順調にきており、おそらく 13万人を超えるだろう。その

うち外国人が 2万人。ヨーロッパ、東南アジア、中国、韓国。特に 12,000人が中国人で約

60％に及ぶ。 

商工会も力を入れている。日曜日から関東に商工会会長も含めて観光キャラバンがあり。

受け入れ体制を強化しなくてはいけない。 

また、昭和 53 年に沖縄海岸国定公園への慶良間諸島地域の編入、平成 17 年ラムサール条

約登録、平成 18年から慶良間自然環境保全会議を渡嘉敷・座間味両村で立ち上げた。慶良



間自然環境会議では、平成 24年 6月、エコツーリズム推進法に基づき「慶良間地域エコツ

ーリズム推進全体構想」が全国で 2番目に認定された。そして平成 26年 3月 5日、国立公

園に指定。 

先輩方が積み上げてきたことをしっかりと受け継いでいっていただきたい。意見をいただ

きより良い計画を作っていきたいので協力をお願いしたい。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

観光立村の屋台骨となる観光振興計画をしっかりとつくっていきたい。 

 

副村長） 

５月の第一回の準備委員会に参加できず失礼しました。策定委員会の委員長としてしっか

りやっていきたい。準備委員会の皆様のご意見が必要。連携をしながら進めていきたい。 

 

石川） 

今回は基本理念、基本方針を検討したい。まずはどういう流れで進めるかをもう一度見え

るようにしてから進めていきたいと思います。 

 

ライヴス黒岩） 

観光基本計画ですが、こちらの資料の左側にイメージということで、前回の準備委員会の

ときに国頭村の観光基本計画をお配りしましたが、あのような冊子の形式のものを今年度

作っていく予定です。その中に盛り込む内容として基本理念、基本方針、それにつながる

施策、具体的な取り組み、役割、スケジュールとなるものを、皆さんと一緒に検討してい

ければと思っています。こちらの資料ですと左側に大きな理念がありまして基本方針、右

側にスライドすると具体的な取り組みとなります。次回以降は具体的な取り組みや役割を

検討していく予定ですのでよろしくお願いします。今回は基本理念と方針を検討していけ

ればと思いますのでよろしくお願いします。 

まず基本理念について検討していきたいと思います。資料をお配りします。基本理念の基

本的な考え方としまして、全体構想の考え方とキーワードを抽出して基本理念の案を作成

していきます。考え方は上位計画や観光計画等を踏まえながら観光により沿った形の重要

な点を我々の方で検討してまとめております。 

 

（資料：基本理念＜スローガン＞案「考え方」を読みながら説明） 

 

こういった考え方を踏まえると、キーワードとして、自然・バランス・調和・快適性・楽

しさ・独自性が重要なキーワードになるかなと思っております。弊社の方で、基本理念案

としてたたきで４つほど検討しました。 



 

（資料：基本理念＜スローガン＞案「基本理念案」を読みながら説明） 

 

たたき案ということで作ってきました。議論しながらこういったことはいらない、これは

必要ということを議論しながら基本理念を考えられたらと思います。 

 

石川） 

前回はなにもないところから皆さんから頂いた意見をベースに、案として 4 つ作ってきま

したので、この中からひとつを選んでみなさんの言葉を入れ込んでいきたいと思います。

さらに理解を深めるための質疑応答があれば、作った過程であればライヴス、理念の考え

方については村の方から回答致します。 

 

金城渉 委員） 

前もって資料をもらって目を通しました。もっと実践的な、実行できる、現実的な会議に

しませんか。これ、なんかゼミを受けてるみたいで、皆さんの。例えばこれをするために

どういう組織が必要か、村の方ではどういう組織編成、タイミング、すでに持ってるはず

なんですよ、村も。それを聞きたいんですよ。それを並行していかないと、ここだけゼミ

みたいなことをレクチャーされて、役場の方は、親会がありますよね、親会のメンバーが

今回の内容をレクチャーされて、同じようなレベルで理解しているのか、知識を持ってい

るんですかね。 

 

ライヴス黒岩） 

親の会ではですね、こちらで検討して、それをすくいあげて、委員会の方で検討していき

ます。 

 

金城渉 委員） 

だから僕が言ってるのは、この人たちに僕らと同じ知識があるのかということです。知識

持ってない人に上げたって何の意味もないでしょ。レクチャーしてるの？この人たちに。 

 

ライヴス黒岩） 

一応情報の方は共有をさせて頂きながらですね、段階的に上げていく・・・・ 

 

金城渉 委員） 

このメンバーでこのレベルの話をしたことがありますか。空っぽのところに広げたって意

味がありますか。実行性はありますか。意見固めて親会に投げるわけですよね。親会が僕

らと同じレベルで知識がありますかって話なんですよ。これに関して。見たことがありま



すか。 

 

ライヴス黒岩） 

観光振興計画はこれまでなかったものなので、みなさん一緒に作っていくものなんですね。

観光振興計画に関わる担当課の方が関わっていくので、そのへんの知識はあるといえます。 

 

金城渉 委員） 

ないですよ絶対。ありえない。こんな話したことないはずなのでわかるわけないじゃない

ですか。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

今のご意見については、基本的には観光振興計画を作る上で、策定委員会と策定準備委員

会に分けて、意見を出し合い、それを上に上げて、図るという形になっています。皆さん

からの意見を準備委員会で纏め、上に上げ、観光振興計画ができるということになります。 

 

金城渉 委員） 

上は決定権のある人たちでしょ。100％この会議の内容がとおる保証があればこの人たちを

無視してもここで決めていくけれども。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

基本的には議論し、策定委員会に上げていただき、判断していくことになります。策定準

備委員会では、みなさんのイメージをくみ取って案を作成しようというところです。策定

委員会についてはこちらの方で検討したものに対して否定するという組織ではありません。 

 

金城渉 委員） 

僕らが持って行った内容を理解できる知識がありますか、って話ですよ。失礼ですけれど

も。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

あると思います。あります。今回は準備委員会ですが、次回以降合同委員会の開催も含め

て検討していくつもりです。 

 

金城渉 委員） 

それを前回話したけれども、こういうことは合同でやらないと。ふたつに分けたって。 

 

小嶺哲雄 委員長） 



策定委員会は事情がありなかなか集まることができない。なので、策定準備委員会を設け、

検討する機会をつくっている状況です。 

 

金城渉 委員） 

ですから、まったく別の会議でやったって。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

別の会議にはなりません。策定準備委員会と策定委員会は内容を共有し、策定に向けて取

り組んでいきますので 

 

金城渉 委員） 

最初だけいたけど、なぜ村長が座ってないのかと思いますよ。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

村長は観光振興計画をつくることに対しての想いなどについて話していただきました。村

長は策定準備委員会でも策定委員会でもなく、最終的な策定の判断をされる立場であるた

め途中で抜けさせていただいています。 

 

金城渉 委員） 

（村長にも）理解してもらわないと。案投げても、同じ意識で、同じ知識、レベルで話を

進めていかないと実践できませんよ、実行性がありませんよ。だから前回その話になった

じゃないですか。意識の共有、知識の共有、同じレベルで進めていって実行しましょうと。

また分けたんですね。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

今回は合同委員会を実施するまでの準備ができていなくてですね。 

 

金城渉 委員） 

そんな偉そうに準備ができていないって言うけれども、じゃあすでに・・・・知識は持っ

ているわけですね。わかりました。どうぞ。 

 

石川） 

同じ意識、知識を共有しているかということですね。次回は合同会をイメージしています。

では内容について質問があれば。 

 

小嶺国士 委員） 



この理念案 4つの中からどれかひとつを選ぶということですか。 

 

ライヴス黒岩） 

選んでなおかつまた付け加えるイメージです。 

 

小嶺国士 委員） 

他のものがよければそれを含めた形にできると。自分は第二案がいいと思ったとしても、

その言葉の中に入っていない「バランス」とかも入っていいという感じで考えていいとい

うことでしょうか。「バランス」っていうのをこの中に入れると違和感があるかもしれない

けど、第二案の中に「バランス」も含まれてますよ、みたいな認識でもいいのでしょうか。 

 

ライヴス黒岩） 

二番の意味としてはですね、自然を尊重していくという大枠で捉え、自然とのバランスを

考えていくというニュアンスを含めた形でこういった言葉を使わせて頂いています。キー

ワードを組んだ形で設計しています。みなさんがどのような言葉じりを好むか、というと

ころで、言葉はちりばめてあります。 

 

金城肇 委員） 

表現方法として、とかしきはすべてひらがなですが、これは何か意味がありますか。 

 

ライヴス黒岩） 

上位計画の中でとかしきがすべてひらがなで書いてあったんですね。 

 

ライヴス草間） 

計画構成イメージの方にとかしきとあります。 

 

金城肇 委員） 

ひらがなの方がわかりやすくていいなと思ったので。 

 

池松来 委員） 

バランスとか調和のところで、僕自身は、現状が決して 100点満点ではないと思うので「回

復」という考え方も入れてほしいと思います。現時点のバランスを保つというよりは、よ

り良くなっていくという意味で、過去にあった良かった状態を目指して、回復を含めたバ

ランス、調和としてほしい。回復、とか、戻る。回復に向けてなんらかのアクションをし

てますよ、努力してますよ、という考え方が見えた方がいいと思います。 

 



金城肇 委員） 

歴史、文化、自然を「つなぐ」がいいと思う。 

 

池松来 委員） 

基本理念の考え方のところ「おもてなし」という言葉が入っているが、たしかに流行った

言葉ではあるんですけど、これから長く使っていくときに懐かしさを感じてしまうのでは

ないか。それから、今回横文字が入っていないが、国立公園満喫プロジェクトのときのリ

トリートなどもありますね。沖縄出身でない者から言うと、まあ沖縄の言葉も若干わかり

ずらいではあるんだけど、わからないから調べよう、興味を持ってもらいやすいという意

味で、沖縄ならではの言葉を入れるといいのでは。 

 

ライヴス黒岩？） 

渡嘉敷の言葉でおもてなし、ウェルカムのような表現はあるんですか。 

 

池松来 委員） 

去年「島あっちぃ」に関わってましたが、あっちぃの言葉の意味がわからなかった。現代

の人がくるとぴったりだとおっしゃっていた。 

 

金城肇 委員） 

こっちのおばあたちは「あかばよー」という。ひとつの挨拶のような。どうしたの、なに

してるかみたいな表現。驚いたときにも使う。Oh my god みたいな、あきさみよーみたい

な。響きとしてはいいなと思う。 

 

長谷和典 委員） 

ラジオで聞いてただけなんですけど、沖縄の高校生が沖縄の観光について考える発表会が

あって、百年先の未来につなげる沖縄を作っていく、という発表していた。すごくいいな

と思って、百年先を考えたスローガンを入れていければいいなと思った。 

 

石川） 

守り活かしのようなところですね。他にありますでしょうか。 

では、観光客もそうですし、島の方が読むならどれがよさそうだというのを、第一印象で

お伺いしたいです。これで決めるわけではなくて絞り込みして、それをベースにして、み

なさんと話した内容を付け加えます。来たばかりで申し訳ないのですが。 

 

① ０人 

② ６人 



③ ２人 

④ ０人 

 

石川） 

まだ投票されていないのはおふたりですかね？ 

 

金城渉 委員） 

まだ整理できていないです。すみません。 

 

ライヴス黒岩） 

まずは２番をもう少し詳しく説明します。「自然を尊重し守り活かし」という部分は、住民

も観光客もすべての人が自然を大切にする気持ちをもって自然と接して守っていく、そし

て活用していくという思いを込めてこのような言葉を使っています。「おもてなしと楽しみ

にあふれる固有な」の部分は、観光客の受け入れ体制、快適性をしっかりさせて楽しんで

いただく、島の魅力を充実させながら作っていくことが大切かなと思っています。 

「固有な」の部分で、渡嘉敷らしさ、独自性をあえて入れたほうがいいなと思っています。

「実現」という言葉をあえて使っていまして、そこを目指していこうという考えからです。 

 

石川） 

みなさんの意見を踏まえますと、100 年つなげる、というところは、「守り活かし」という

部分につながったりとか、「おもてなし」が古い言葉になるかもしれないので表現を変えた

ほうがいいのではないか、とか、あとはもしかしたらこの言葉の下に沖縄の言葉を最後に

フレーズとして入れるとか。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

基本理念の下に、意味とかが文書化されるのですか？ 

 

ライヴス黒岩） 

一応説明の中身としては入れますが、理念としては上の部分だけです。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

「固有」が固いのではないのでしょうか。 

 

金城肇 委員） 

リトリートという言葉ができましたが、新しい幸せをおこす、という意味がある。おもて

なしと楽しみをまとめて「幸せ」という言葉にできないでしょうか。 



 

金城渉 委員） 

渡嘉敷村のホームページの中に村長の挨拶がある。そこにある程度のことをスローガンの

ように謳っている。それを無視していいのだろうか。戦争の話を結構書いている。村長は

対外的に観光客にもそれをアピールしている。だから村長がいたほうがよかった。村長が

書いていることを本人の口から言うことが必要ではないか。 

 

副村長） 

皆の意見をとりこんできめてもらいたい。村長の声は無視できないが、これは観光に限っ

て言っていることではないと思う。 

 

金城渉 委員） 

村長は「平和」という言葉を入れたいはず。村長の意見は反映しないんですか、並行して

やりませんか、という話です。ここだけで勝手に決めていいんですか、と。僕が代弁する

ものじゃないです。 

 

石川） 

ここで決めたところに、策定委員会のトップがいるので、ここで議論することについては

一緒に見て聞いてもらって、それを決めやすくするために今回は副村長にきてもらうって

いうので一旦ワンステップ。でも次回は分かれるのではなくて次回は一緒にやろうという

ところです。ただ今ワタルさんがいうのは、それだったら最初から集まってやったほうが

早く理解できるんじゃないの、ということですよね。 

 

金城渉 委員） 

既にこの時点で別々に会議をやることに欠点が出てきている。結果が出ているわけですよ。

村長の言葉は観光の計画には入ってこない、村長の言葉は無視していいということですか。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

村長が会議にでることはない。委員会で出た意見に対して判断をするのが村長の役目なの

で、皆さんが考えている意見を出していただきたい。それを纏めて上げていただきたい。 

 

金城渉 委員） 

初めて聞いたんじゃないですか。村長の話。 

 

石川） 

読み込んではいますが、ここの中には入っていません。 



 

金城渉 委員） 

平和は入っていませんよね。村長は謳ってますよ。僕は代弁できませんよ。誰もできませ

んよ。課長は代弁できますか。村長が対外へ謳ってるんですよ。書いてあるのに入れない

のは失礼ではないか、ということです。 

 

石川） 

結構パワフルにみんなに「平和」という言葉が伝わりましたけれども。平和という表現な

のか、さっきおっしゃった意味ですね。ほかにありますか。 

 

水澤豊子 委員） 

この前国頭の方に視察に行かせて頂きました。今話し合っているところが国頭の観光振興

基本計画のどこにあたるのか見ましたら、国頭村の「本計画の基本概念」にあたるわけで

すね。国頭村は「森と泉と安らぎの里 国頭 という将来像にふさわしい 命癒し健康を

核とする、くんじゃんツーリズムを推進する」とあります。こういう風に具体的なものが

イメージできる言葉が入っていて、何を目指していくのかがイメージできる言葉だなと思

いました。今提案頂いている理念案というのは、これを作るための土台となるものと考え

てよろしいですか。 

 

ライヴス黒岩） 

観光を推進する上でのイメージとして渡嘉敷村はこういった村になっていくという風な大

枠として謳っているような形で考えました。 

 

水澤豊子 委員） 

２案が一番ベースのもの、となりましたが、「自然を尊重し」の部分をもっと具体的にし、

渡嘉敷ならではのものに仕上がっていくための、今作業をしているということですね。 

 

石川） 

そうです。そして、これは未来をベースにしているので、ワタルさんがおっしゃったよう

に、ちゃんと過去を担保して、村長が書いていることもちゃんと要素として入れた方がい

いですね。村長の言葉があったほうがベストですけれども、この言葉の中に、渡嘉敷の持

っている過去の体験を入れてもいいのではないかと思っています。 

 

小嶺国士 委員） 

今の話だと、細かくしてほうがいいという話でしょうか。 

 



石川） 

守り活かしではあまりにも抽象的なので 100 年つなげて、という方が具体的な宣言になる

のではないかと。 

 

小嶺国士 委員） 

自分が所属が役場だからか、こういう理念は大枠なのであまりこまごまするよりは意見が

でるレベルの方が、この基本計画をもとに決めていったときに、理念に反するのではない

かという意見がでたときにすぐに却下になってしまうので、そこはぼやかしたほうがいい

のではないかと。 

 

石川） 

あまりにもぼやかすとどこにでもあるとなっちゃうので。みなさんから、なにを大事にし

たいのかアイデアを頂きたい。一番先に頂いたアイデアを集約していますが、といっても

他人が考えたものなので色付けを加えて頂きたい。 

 

小嶺国士 委員） 

あくまでも基本理念ですので、すべて包括できるような表現にした方が。どちらにしても

基本計画に基づいてこまごまとした計画を立てるわけですから、今言われたような 100 年

先とかですね、細かい表現は（やめたほうが）いいのではないか。 

 

石川） 

表現の下に「くんじゃんツーリズム」というような言葉がでてくる。課長が言うようにこ

こにキャッチフレーズ的に文章を入れるかですね。言葉を文章化していって下の言葉にす

る。２行から３行プラスワンフレーズ。といったイメージ。広がって最後肉づけをして頂

きたい。肉付けなのかガラッと変わるかもしれないですけれども。「回復」というフレーズ

や「つなぐ」「おもてなし」「100年先」「平和」というキーワードが出ました。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

渡嘉敷らしい言葉がないように思います。「命」など。 

 

石川） 

たしか総合計画の中に、幸せを実感できる・・・色で表現したりとか、渡嘉敷らしい何を

表現するか。 

事前資料をお配りしますね。情報が多すぎると洪水になるので、一応準備はしているんで

すが、これに至るまでの過去資料は準備してます。（配布） 

渡嘉敷っぽい言葉・・・・ 



 

池松来 委員） 

課長がおっしゃるのもわかります。この文章、渡嘉敷のものだからと知っていて見ればわ

かるのだけど、知らない人が見たときに渡嘉敷のこととはわからない。青い海、クジラ、

サンゴとかっていうことをイメージできないと思います。 

 

ライヴス草間） 

今石川さんがおっしゃっていた部分というのが、皆さんの手元にお配りしたものの中の渡

嘉敷村第４次総合計画の２１ページですね。この中の基本理念ということで書いてありま

して。 

 

石川） 

これで島、と表現しているんですね。風土の色。渡嘉敷のイメージ。渡嘉敷を知らない人

が見たときに渡嘉敷とイメージできるようなもの・・ 

 

池松来 委員） 

これの期間は。 

 

ライヴス草間） 

平成 25年から 34年までの 10年間です。 

 

金城渉 委員） 

現時点のこの理念が最終の内容になるのか。 

 

石川） 

これが削られて１行になってもいいし、１行でなくても全然いいです。短いほうが表現し

やすいところがあるので、相手にもしゃべりやすかったりインパクトもあります。あまり

にも短すぎると包括過ぎてわからなくなってしまう。 

 

金城渉 委員） 

プロのコピーライターに最終的には外注するんですよね。 

 

石川） 

最後はプロに戻します。皆さんの意見が骨子になります。もうちょっとアイデアほしいで

すね。渡嘉敷をイメージする言葉、キーワードってたとえばどんなものがありますか。 

 



金城肇 委員） 

気になるのは島という言葉。碧い島・・・ 

 

石川） 

こういったおおきなガイドラインを参考にしつつ。今のひとたちが未来を作っていきます

ので、皆さんがどんな要素を感じているか。渡嘉敷のイメージ。 

 

石川） 

渡嘉敷の他と違うところでいったらどんな？ 

 

国吉晴大 委員） 

僕はやはり海や水かと。 

 

金城渉 委員） 

阿波連と渡嘉敷と、同じ島だけど集落ごとの文化・特徴の違いがある。阿波連は海、渡嘉

敷は戦争の歴史がある。第三者の僕らからみてそういうイメージが強い。それをどうミッ

クスするか。 

 

石川） 

地区によっては歴史や過去を知っていて、そこを守るところ、ここにしかない海、水、自

然。 

 

金城渉 委員） 

対外的に観光客に向けて島全体をアピールするのか。 

 

金城肇 委員） 

島のイメージの中で今まではマリンのイメージが強かった。夏は海、冬はホエールウォッ

チング、スポーツ。一年中で考えないといけないと思う。それと山もある。どんなものか

というのははっきり言えないが、国頭のスポーツ誘致など一年で考えないといけない。渡

嘉敷の既存の施設も合わせて考えていく必要がある。 

 

石川） 

年間を通じて何があるか。海の水がここにしかない。山もある。もう一個次に、どうやっ

て具体的にしていくの、という。今いった要素を言葉にするとなんなのかということです。 

 

金城渉 委員） 



レジャー客にアピールするのか、修学旅行生だとか、他の島めぐりで歴史を学んでいく観

光客なのか。 

 

副村長） 

渡嘉敷村の観光振興計画ですので全体をイメージしています。 

 

石川） 

なので大きめの表現になっているほうがいいわけですね。立ち返るところなので外れてい

てはいけない。歴史的なところをどう守るかを言葉で入れるかですね。 

 

金城渉 委員） 

観光（レジャー＝明るい、平和＝暗い）の割合は？平和学習でいうと年間何千人など。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

割合は決められない。修学旅行はある程度の人数も見込めるし、それ以外の一般客につい

ても同様である。 

 

金城渉 委員） 

じゃあレジャー向けの明るいイメージなんですね。なら「平和」はなくしたほうがいい。

明るいイメージにしたほうがいい。 

 

石川） 

PRフレーズにはもしかしたら、インナーワードといって、まずはみなさんの大切にしてい

ることが言葉になっているほうがいいです。もしこの言葉が固すぎて外にだしていけない

という場合はコピーライターがあとで横文字などの PRフレーズに変えていく。あとは、渡

嘉敷のイメージをどういうフレーズにするか。 

 

水澤豊子 委員） 

キャッチフレーズというイメージではなく、観光を振興するための計画をたてるために、

全体的にゆずれないところを今探しているわけですよね。対象がどういうところという絞

りかたではなく、私たちが振興計画を立てていく中で譲れないところ、というわけですよ

ね。コピーライターではないのでわからないですが、国頭村の将来像にそのまま当てはめ

てみていいですか。「住む人も訪れる人も幸せを実感できる碧島（しま）、渡嘉敷村」とい

う将来像にふさわしい、そのままあてはめています。 

そして国頭村の場合は、命、癒し、健康を核とする。つまりそれをやるために何を核とす

るか。くんじゃんツーリズムという名前を付けて推進しますよということですね。住む人



も訪れる人も幸せを実感できる碧い島、渡嘉敷村 というのはすごく活かせるところがあ

るのかなと。そのうえで、守りたいところ、核となるところが今話しているところなのか

なと思いました。かっこいい言葉にはならないけれども、渡嘉敷村の将来像、じっくり見

直してみてもイメージが作りやすいなと思います。訪れるひとだけじゃなくて住んでいる

ひとの幸せも観光を振興するうえで大切だということですね。 

 

国吉晴大 委員） 

理念は抽象的にとらえられるような文言にしておかないと拘束される。いろんな意見がで

ているが、歴史が大事、自然が大事など。これをひとつの文章にするのは難しい。書いて

くれててありがたいなと思ったのが、平和・守る、自然・歴史とありますが、こんな感じ

でイメージさせるくらいの気持ちの方がいいのかなと。今だとターゲットを狭めているよ

うに思います。自然だったら海山鳥、全部入るので「自然」でひとくくり。「歴史」だった

ら戦争、平和。「守り活かし」だったら「つなげる」。そういった考え方をみんなでもって

話していかないと永遠にループする。 

 

小嶺国士 委員） 

碧い島渡嘉敷村が基本理念ではまずいんでしょうか。 

 

ライヴス黒岩） 

これは観光総合計画なので、より観光に特化したものになります。観光を表現した形のほ

うがいいのかなと思います。 

 

国吉晴大 委員） 

観光としても成り立っていると思うんですけど。 

 

石川） 

大目的に、観光としての中目的として、観光に特化したらどのように表現するか。 

 

池松来 委員） 

総合計画の方には話題にでている自然を守り活かす、というのは入っていないですよね。

理念に幸せというあいまいな言葉は理念としてちょっと違うと思います。幸せってどこに

あるんですかという話になる。 

 

ライヴス草間） 

以前もお話があったんですけど、例えば「自然」とは何を指しているのかという意見があ

りました。理念のあとに文章で説明するとわかりやすい伝わりやすいですね。いろんな読



み方をする方がいるので、どういう意味でこの言葉を使ったのかというところまで文章で

説明をしていったほうがいいですね。 

 

石川） 

渡嘉敷村の８割が観光の業務が基本なので、理想像とリンクはしてくる。ほかはいろいろ

あって観光がひとつの資源だが、渡嘉敷は観光がメイン。 

 

中馬直樹（代理：田中守） 委員） 

そこはちょっと認識を確認しておいたほうがよいのが、根本の話として、村として観光振

興計画を立ってているのか、要するに心意気みたいなものですよね。住民の８割が観光に

携わっているわけではない。700人の住民総意で決めることがベストだがそれはできないし、

多数決がでることはやらないという流れなので、観光だけに特化した話でいいのか、村の

方で観光推進の道しるべを作るから村民全員ついてこいと、その理念、モットーを作ると

いう話であればここで決められるんですが。観光に携わっている人が８割まではいかない

としても、半分だとしても、その人たちだけがやってできないことのほうが多い。それだ

けをやるんだったら観光業者だけ集めて予算つけてやればいいので、そうではなくてもっ

と根本の話だと思うので、直接関わる人も二次的に携わる人とか将来的に携わる人の基本

理念・スローガンになるようなものを作ろうという考えが必要なのではないかと思うので

すが。 

それとさっきの話、さきほどワタルさんが言われたように、楽しいとか明るいとか、観光

業者はそっちに持って行った方が手っ取り早いとは思うんですが、お年を召した方はどう

思うのか、もっと大変になるとか、島が汚れるとか、そういう思いはどうなるのか、無視

ではないがいいんだと。村としては観光を盛り上げなきゃいけないから引っ張っていくん

だ、なのか。そこをはっきりさせないから、話があっちいったりこっちいったりしちゃう

のかなと思います。本来だったらみなさんにこういうことをするんだと。村としては観光

立村としてやっていくんだと話してから積み上げるほうがみんなの納得いくものができる

と思うんですが、それはちょっとできないと思うので、その人達の意見を参考にできるの

か。その人達の意見もくみ取った上での話なのか。 

 

小嶺国士 委員） 

前からこの話になっているが、今はキャッチフレーズの話をしていますが、基本理念、基

本方針決めたとして、観光協会の設立の話も計画に含まれるわけですよね。計画が決まら

ないと先には進めない。村民の意見が施策に反映されないとかは、実行する組織がないか

らですよね。でも計画が完成しないと観光協会ができない、そのへんがどのへんまでこの

一年間で決められるのかが見えない気がしますね。具体的に理念が決まって話し合いの中

ではどこまで決まるのですか。 



基本計画が決まった後の別の事業になるのですか。この会で観光協会設立について決める

わけではないのですよね。 

 

ライヴス草間） 

今後みなさんの話し合いの中で、観光協会のような組織が必要であるとなる可能性はあり

ます。話し合い次第です。 

 

小嶺国士 委員） 

話し合っている意見は大元の話で、これが決まれば観光協会の話になっていくのですか。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

観光振興計画の中に、観光協会を立ち上げることは必須です。間違えなく入ってきます 

 

金城渉 委員） 

タイムスケジュールを確認したい。村の方針としては今年度なのか。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

村長は今年度に立ち上げたいという考えはあるが、調整・準備も含めて時期は今後決まっ

てくると思う。 

 

金城渉 委員） 

村の考えと私たちの考えが一緒にならないと前に進まない。共有してほしい。 

 

小嶺国士 委員） 

決めていけば、具体的な話にもつながっていくので、今の理念などを決めていくことがま

ず必要ということですよね。 

 

ライヴス黒岩） 

大枠の方向性、みなさんの考えなども含めて案を取りまとめたい。そこから、方針や施策

などブレイクダウンしていきたい。 

 

金城肇 委員） 

国頭の 34ページに例がありますが、私たちの今の立ち位置は、住民としてなのか、行政と

してなのかがわからない。第一次産業からの意見がでていないことに自分たちはストレス

がたまっている。きていないから何も言えないが、そういった意見も拾うべきではないか。

役場が知っているグリーンツーリズムやその他施策の情報など。これは住民サービスでは



ないか。 

 

ライヴス黒岩） 

理念、方針、施策、具体的に取り組む内容というのは、今後は行ってくる予定である。 

 

ライヴス草間） 

こういったことは含まれます、という案が入っています。 

 

ライヴス黒岩） 

例示としてだしています。今後意見を頂きながら仕訳であるとか、グリーンツーリズム、

ブルーツーリズムもそうですし、具体的な取り組みに入っていきます。 

 

金城肇 委員） 

ライヴスからの提案ですか、課からの意見ですが。 

 

ライヴス黒岩） 

イメージとして書いていますので今後中身を入れていければと思っています。 

 

金城肇 委員） 

村のビジョンで第一次産業について触れるべき。それを書いてあるのかなと思った。 

 

ライヴス黒岩） 

まずは理念を検討し、次の段階で具体的な意見を頂くためまずは骨格を作っていければな

と思っています。ブレイクダウン、大きな段階から徐々に細かい段階へ作っていくイメー

ジしていただければ。 

 

中馬直樹（代理：田中守） 委員） 

上の段階の話なんで、観光に特化した話になりそうだったんで、それでいいのかという確

認です。 

 

ライヴス草間） 

去年基礎調査で一軒一軒回って観光に直接携わっていない方からもできる限り意見を集め

ています。その調査結果ももとにしていきたい。100％みなさんの意見を反映することはで

きないが、そのときの意見を見ながらやっていきたい。 

 

池松来 委員） 



村のすべてを決めるイメージで考えるとどうなんですか、となりますが、上位計画は 100

ページあるが観光は 1 ページだけ。観光の分野はどうしていきたいのか、その下にあるも

のを考える。そのほかの産業に従事している人がいる。今ある観光のイメージからまたス

テップアップしていくと思う。グリーンツーリズムという言葉がでましたが、ふつうの人

の暮らしの中に見てみたいというものあるかもしれない。修学旅行もきれいな海を見に来

るだけでなく、離島での体験を幅広く、となってくる。 

今まで観光じゃないと思っていたものが観光の材料になるかもしれないし、私たちは観光

に関係ないという人が大きな役割になってくるかもしれない。例えば民宿で使う野菜の製

作者など。今観光の計画を立てる上で島の人全員に従いなさいというものでもない。他の

人たちを嫌がらせない形で巻き込む方法も可能。そういた方向で考えていけばいいのでは

ないか。 

よりいい島をあとに残していくための観光業としての役割はなにか、という姿勢で考えれ

ばいいんではないか。今日話すところは渡嘉敷のあるべき姿、ビジョン、スローガンです

よね。スローガンを４つ選んで、とのことですが、こっちは違いますよね・・？今考えて

いるのは、本当に自分たちの理想像がまずできて、それを、資料でいうと自然環境の保全

活用、観光客受入体制の整備、観光メニューの充実、ブランディング、誘客プロモーショ

ンのところの立場からやるべきところを考えていくんですよね。そのあと、だれがなにを

いつまでにするのか、ということを次に決めるんですよね。こうなりたいという姿をまず

はイメージして、そのあとは決まってから細かいところは詰めていく方法のほうがいいの

ではないか。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

総合計画では将来像が謳われている。今回は、その中の観光としてどうするか。観光のイ

メージをどうもっていきたいのかという面から意見を出していきたい。観光としてできる

ことを出していければいいと思う。 

 

池松来 委員） 

総合計画はそろそろ中間ですよね。平成 24年から劇的に変化しています。観光とか、船が

変わったりとか。これが優先されるのはわかるが、修正があるなら見ないといけないと思

う。ずれがでてきたらどう折り合いをつけていくか。来年が平成 30 年なら真ん中ですね。

中間報告が必要だと思います。当時と実際の内容では評価と修正が必要だと思います。入

域者数は 1.5 倍ぐらいになっていると思います。8 万人ぐらいだったのが 12～13万人ぐら

いになりますから。 

 

副村長） 

村の総合計画はあるが、別で村長が観光計画を作ってくれということについては、今の現



状を踏まえて考えてほしいということである。 

 

石川） 

青い案は皆さんから引き出したところ、今手元にあるのは今までのみなさんの言葉を反映

させて整理したものです。全部で５項目の方針となっています。それぞれの理念に基づい

てそれぞれどうしていく、というところで「方針」という言葉を使っています。 

 

ライヴス黒岩） 

観光振興計画を進めるにあたって、方針を５つの分類に分けました。まずは「自然環境の

保全・活用」そして、受け入れ体制の充実というのが、皆さんからの意見でも軸として入

っているので掲げています。「観光メニューの充実」、そして独自性や個性、渡嘉敷らしさ

という部分で「ブランディング」、そして観光を進めるうえでプロモーションが大切になる

ので「誘客プロモーション」、この５つの柱を立てて案を作っています。 

 

石川） 

みなさんが表現したものから作っていったものです。そこに加えて、さきほどお話にあっ

たように例えば観光協会の設立は２番の観光受入体制の整備に入ってくる、と。外国人に

対して自然環境を守る上でのルール決めは１番。具体的にしていきます。これは抜けてな

いか、というチェックをみなさんにお願いしたい。 

 

中馬直樹（代理：田中守） 委員） 

ちょっと違う方向に進んでしまったので、私が確認したかったのは、話の腰を折ってしま

いましたが、私は今商工会指導員としてきているので、観光＝商売という認識ですすめて

いく推進案なのかを確認したかったのですが、その方向でということで理解しました。 

 

ライヴス草間） 

ビジョンの分類案は、みなさんの思いは組んでいると思うのですが、計画に落とすうえで

表現を変えていますので、これが抜けているとかあれば意見を頂きたいです。これはイメ

ージと違うのだというところは具体的にご指摘頂けるとありがたいです。 

 

ライヴス黒岩） 

総合計画の観光の部分とも照らし合わせている。みなさんの意見を考慮しながら分類をし

たつもりです。 

今回の意見、議事録を見返して、プロのライターさんとも揉ませていただいてまたいくつ

かの案をご用意しますので、みなさんの意見に近づいているのかということを確認してい

ただきたいと思っています。 



 

金城肇 委員） 

観光観光というが、私たちはエコツーリズムの観点で検討をしているという認識でいいか。 

 

ライヴス黒岩） 

軸としては観光の中にエコツーリズムという観点がある。ただ大変な要素ではあるので、

しっかりと検討を重ねていきたい。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

観光の中の一つであり、重要な一部である。修学旅行も同じ。全て観光として括られる。

レジャーも同じであるので、そこまで踏まえて理念などを考えていただきたい。 

 

ライヴス草間） 

理念の話が盛り上がってしまって、こちらの話をする時間が限られてしまったのですが、

活発な議論ができるように、ということでメーリングリストの設定について運用を開始し

てみたんですが、委員会についてのご意見など、帰宅後に自宅で考えて頂いて違和感だっ

たり意見だったりを頂きたいと思ったのですが、メールという形だとやりづらいのか、活

発にというふうには至っていない。一部の人からはメールを頂いているのですが。ライン

だったらもっとできるとか、もっと活発に議論ができるように私たちに改善できる点があ

ればご意見頂きたい。 

 

池松来 委員） 

メールに２，３回発信した身から言いますと、新しい情報発信や、こういう考え方がある

ので見てください、などの情報共有の場としてはいいが、顔を合わせても議論が難しいの

に、顔の見えないメールでは議論は積み上げられない。だから僕も、２回目のメールでは、

これに関して知っていることがあれば教えてください、という内容にしました。 

 

金城渉 委員） 

策定委員会のメーリングリストは同時に作成しているのか？ 

 

ライヴス山岸） 

準備委員会の議論の場という想定で作っているのでこの場にいる方だけです。 

 

金城渉 委員） 

策定委員会を無視したら失礼ですよ。策定準備委員会がどういう動きをしているかという

ことを見てもらわないと、いけない。見たい人もいると思う。自分とこに上がってくると



きに何も知らないことが上がってくることは大変失礼だと思う。 

 

ライヴス草間） 

前回の議論の内容は策定委員会に議事録として報告しています。 

 

金城渉 委員） 

議事録は議事録で会議の証明なのでいいんです。私が前回から言ってるのは共有して共同

で同じ意識で話し合いしないと、情報提供はリアルにしていかないと。議事録は会議の証

拠なんですよ、議事録は情報提供ではないんです。 

 

ライヴス草間） 

どういう会議をしているかを報告しているのかというと議事録という形でしかないです。 

 

金城渉 委員） 

議事録は会議の証拠です。こういうことがありました、という。私が今質問しているのは、

リアルに私たちにメールを配信しているでしょ。動きが見えるわけですよ。上の組織にも

同じタイミングで情報提供しないと失礼ですよ、ということ。 

 

ライヴス草間） 

メーリングリストに策定委員会のメンバーを加えさせていただけば、もっとやりとりが活

発にできるということですか。 

 

金城渉 委員） 

これは常識ですよ、失礼ですってことです。あなたわかってる？ほんとに。 

 

ライヴス草間） 

これからは策定委員会のメンバーもメーリングリストの宛先に加えさせて頂くということ

で。 

 

金城渉 委員） 

下部組織がどんな動きをしているのかもわからない、どういう議論をしているのかわから

ない。上がってきました、なんだこれ、ってならないように見えるようにしておかないと。

この動きを。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

準備委員会が意見を出し合う作業部会のような役割ということは、策定委員会でも十分理



解されています。策定準備委員会はそれを受けて意見を出し合い、それを上に上げ、議論

していければと思いますし、毎回策定委員会も一緒に話し合うことはできないので、情報

提供についても議事録でいいと思います。 

 

金城渉 委員） 

課長それは間違っています。論外です。メーリングリストっていう公の場で情報提供する

のになぜそんな拒むのですか？これあなた個人の考えでしょ。どの組織だってね、県議会

もそうですよ、分科会もそうですよ、流れを公表して発信してるんですよ。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

公表というのは、基本的には議事録になってくるはずです。議事録でしか公表していない

です。 

 

副村長） 

この場は個人個人がそれぞれの立場で意見を出し合っていい方向に持っていく場ですので、

あまり今個人的にムキになっているような気がしますので。 

 

金城渉 委員） 

そうじゃないですよ、意見を言ってるんですよ、副村長。 

 

副村長） 

そうですけど、もっとお互いの話を聞きながら、いい方向に持っていくようにしてくださ

い。 

 

金城渉 委員） 

前もって準備する、勉強する、そのために公表してるんですよ、そうじゃないと議事録だ

けではわかりませんよ。逆に言えば、全く興味がないってことですよ。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

基本的には、準備委員会で意見を出し合い、それらを纏めて議事録として、策定委員会に

共有する事が必要です。議事録だけでいいと思います。 

 

ライヴス草間） 

私たちの方としては、メーリングリストでの発信含め役場の方に確認をとって今回につい

てはしないということであれば。 

 



金城渉 委員） 

皆さんそれでいいのかな。上部委員会には情報提供しないということで？？議事録だけで

いいということね。 

 

ライヴス草間） 

今ワタルさんからご意見いただきましたが、ぜひ皆さんからもご意見あればおっしゃって

ください。 

 

水澤豊子 委員） 

異議ということではなくて、上部組織といいますか、最終的に決定する方々に事細かな部

分を必要以上に出すことによって更に上の人たちに私たちと同じところに降りてきてもら

うことになります。作業部隊でまとめたものをわかりやすくして判断してもらう、判断す

るために必要な情報、議事録やそれに伴う資料はだせるように。作業部隊とは違う視点で

新しい視点でそれぞれの立場の方たちが判断する。判断する方を作業部隊と同じ土壌に置

かない方が、すべて同じ状況にしない方が、短期間で効率的に進めるためにはよいと思う。

何年もかけてじっくりすべての意見をまとめる時間があればいいんですけれども。とにか

く、観光協会を作ったり、実行に移せるようにできたほうがいいのかなと思います。 

 

石川） 

副村長にも同席頂いているので、非常に真剣に取り組んでいることは策定委員会に温度は

伝わると思います。ワタルさんがおっしゃっている、同じ知識と同じ意識にならないと無

駄になるという意見は、過去からある議論なので、ひとつ合同会をやろうというのは課長

のお話、アイデアの中で出ている話なので、やる上でどういう形でやった方がいいのか、

というのは、すべての方に利があるように、すべての方が幸せになるようにしたいと思い

ます。 

今日こういった案がでているので、スローガンに反映させることと、ベースのところがず

れてないかというところに意見を頂くのと、次回はここのところに肉付けして言葉のずれ

がないかということをチェックするほうが、何をやらなければいけないのか、観光協会を 

いつまでにやらなければいけないのか、ということ、優先順位をつけて議論して、そして

戻すということがいいのかなと。上から一個ずつ決めるのがセオリーですが、みなさんに

とってベストな方法で。 

 

ライヴス草間） 

違和感のある方は、個別に電話でもメールでも、ご連絡を頂ければまたたたき案を作って

イメージとずれているか確認してもらう、という流れで進めていければと思います。 

 



金城渉 委員） 

合同会のスケジュールは決まっていますか。 

 

ライヴス草間） 

まだです。決まり次第連絡します。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

今回の会議の内容や来月の調整も含めて検討していきたい。次回、合同会議を開催できる

かどうか判断していきたい。策定委員会はまだ 1回しか委員会が開いていない。 

 

金城渉 委員） 

合同会議に行く前に、策定委員会の勉強会も必要ではないか。無知のまま、合同会議に臨

むのか。 

 

石川） 

ある意味村民にぶつけるということと同じことですよね。村民の方もやってないじゃない

ですか。こんなに熱いものを持っている方々の一番突出しているものを作って策定委員会

にもぶつけるし、村民の方にも。キャッチボールして理解してもらうプロセスはもちろん

あると思います。 

 

金城渉 委員） 

予備知識を入れることはないのか。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

策定準備委員会で纏めた資料はしっかり目を通して臨むし、もちろん議事録も確認しても

らう事前の準備をしてもらう。 

 

金城渉 委員） 

そんな状況で策定委員会と策定準備委員会を纏めることができるんですか？自信あります

か？ 

 

石川） 

それは全然自信があるんですけれども。ただやっぱり皆さんとやり方のルールを決めてお

いたほうがうまくいくと思うので。人数もこれの倍になりますし。最終意思決定者として

村長にこれでよろしいですかという場を持つとか、ここの場では情報共有をするとか、そ

の流れまでもちろん作らせて頂いて。 



 

金城渉 委員） 

今日までの結論と結果について、策定委員会の皆さんと認識を同じようにしないと駄目で

すよね。 

 

石川） 

一緒よりはこっちが考えていないところにもっといいものを出す、まあそもそも観光につ

いて考えていないわけでもないじゃないですか。事前資料としての改良もあるでしょうし、

当日説明したときの意見を出して、できれば一番最高なのが僕らが言っていることの９割

が通って１割がこういう要素をいれてほしいよね、というのが準備委員会の理想像かと思

います、議論の余地がないくらい。今も議論の余地がないくらいしゃべる方にはしゃべっ

ていただいていますので、まあそこがちゃんと含まれているか。今日の議論の中でも大事

なのは、皆さんに直結する大事なところを話していただいて、概念に戻す方がいいのかな

と。正解ではないのですが。ここですごい議論して決めるわけではなく、８時間あればま

とめる自信はあるんですけれども、２時間ではどうしても。ここで頂いたものをライヴス

が設計して、今回もこれだけ頂いたので。 

 

金城渉 委員） 

僕が懸念しているのは、議論ではなくて、説明の時間にならないか、ある程度過程を流し

込んで共有しないと、説明会にならないかなと思っています。 

 

石川） 

策定委員会の方々にちゃんとライヴスが説明をするということになりますね。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

合同委員会を開催することになると、前もって資料や事前に説明をし、検討していただき

議論できるようにしていきたい。合同委員会で出ている案に何も意見が出ないようであれ

ばそれは特に問題もないということになると考えている。 

 

金城渉 委員） 

策定委員が議論できないと終わりですよね。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

議論できないことはない。それだけ見識のある方々である。ただ議論もする余地もないほ

どいい計画だということになればいい。 

 



池松来 委員） 

策定委員会の動きの中で、一個だけ注文なんですけれども、国頭への視察、行ってますよ

ね。報告があがってないですよ。ホームページには準備委員会の議事録はあがっているん

だけど、視察のは上がっていない。本来であれば、行って帰ってきたときに感触など報告

するべきですよ。 

 

ライヴス草間） 

大変失礼しました。大至急確認してできるだけ早くご報告いたします。 

言いたいことが言えなかったという方もいらっしゃるかと思いますが、メールでなんでも

頂ければと思います。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

第三回の準備委員会はこれで終了したいと思いますが、次回についてはどうしましょうか。 

 

ライヴス草間） 

一度こちらで整理して、相談させていただき、みなさんにはできるだけ早くご連絡したい

と思います。 

 

小嶺哲雄 委員長） 

合同委員会を開く場合には、策定委員会に対しての事前の資料準備や説明が必要になりま

すのでそのあたりまで合わせて検討していけたらと思います。 

では、皆さんには、次回合同委員会を開催するかについては、後日ご連絡するということ

でよろしいでしょうか。 

本日はありがとうございました。 

 

ライヴス草間） 

事務連絡として、今日配布したファイルは重いですけど、これからの資料のファイリング

と合わせて次回以降お持ちいただけたらと思います。宜しくお願い致します。 

 


