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やんばるで集落滞在型の宿泊施設を開

業すると発表する仲本いつ美さん

クリーン活動に参加しやすい取

り組みを紹介する二宮あみさん

遊びから仕事までやりたいことが見

つかるワークショップなどに取り組

んでいると報告する具志堅秀明さん

やんばるの持続可能なこれからの

観光について発表する大城靖さん

ガイド活動や調査研究活動を紹介

する辺土名高校自然環境科の金城

永都さん（左）と上原蓬さん

沖縄美ら島財団の調査研究や普及啓発

が社会貢献につなげていると報告する

花城良廣さん

ワークショップでやんばるを例に持続可能な

観光についてアイデアを出し合う参加者ら

　社会起業家の実践から学ぶことを

テーマにした「イノベーターズ」の

部では、２社が報告した。両社の代

表が地域資源を生かした観光や、持

続可能な清掃活動の仕組みなどにつ

いて紹介した。

　やんばる３村（国頭、大宜味、東

村）で地域限定旅行業などに取り組

む株式会社「ＥＮＤＥＭＩＣ　ＧＡ

ＲＤＥＮ（エンデミックガーデン）

　Ｈ」（国頭村）の代表・仲本いつ

美さんは８月にも、国頭村や大宜味

村で集落滞在型の宿泊施設を開業す

ることを報告した。地域の高齢化が

進む中、若者の雇用の場を作ること

も意識し「新卒者を２人採用した。

若い人が地元へ戻ることができる会

社にしていきたい」と思いを込めた。

　今後へ向け、仲本さんは「地域資

源を持続可能なビジネスにしたい。

得たものを地域に還元することを理

念として取り組む」と意欲を見せた。

　株式会社「マナティ」（那覇市）

でディレクターを務める二宮あみさ

んは、個人が海浜などでのごみ拾い

に参加しやすいように工夫している

取り組みを紹介した。ごみを拾う人

は、同社のパートナーとなっている

飲食店やダイビングショップから５０

０円でごみ袋を買う。集めたごみは

パートナーに託し、パートナーが住

んでいる市町村のルールに従ってご

みを分別し処理する仕組みだとい

う。清掃活動をした後、持ち帰らず

に放置する例などの課題の改善にも

つなげている。

　二宮さんは「日本発のプロジェク

トとして世界へ広げたい。プロジェ

クトマナティを通して人と人の交流

が生まれ、共に社会課題を解決する

コミュニティーとして育てていく」

と語った。

　遊びから仕事までやりたいことが

見つかる場として運営する「コミュ

ニティーパーク・ココノバ」（名護

市）の具志堅秀明さんは、共有の仕

事スペースや各自が持つ技術や経験

などを伝えるワークショップ、毎週

末のフリーマーケットなどにも取り

組んでいると報告した。

　具志堅さんは「名護市は辺野古の

新基地問題で振り回されている。無

力感や分断も生まれていることが課

題だ。もっと可能性を開いていきた

い」と指摘する。「答えは誰も持っ

ていないが、今までのやり方では限

界がある。自分たちで新しいやり方

で提案する必要がある、選択肢を育

み合うモデルを作ろうと思った」と

強調した。 （古堅一樹）

　ＯＫＩＮＡＷＡ　ＳＤＧｓプロジェクト

（ＯＳＰ、事務局・琉球新報社、うむさんラ

ボ）は、やんばるの新しい観光を考える一般

向けアンケートをした。やんばるに遊びに行

く目的として回答者の�．８％が「自然や季節

感」を挙げ、この海や陸の自然を守るために

�．７％が「協力したい」と答えた。

　今回のカンファレンスは観光商品開発な

ど、やんばる地域に役立つプロジェクトを生

み出すことを目的にワークショップも行っ

た。カンファレンス参加者はＯＳＰパートナ

ーに限定されるため、広く県民の意見を取り

入れようとインターネット上でアンケートを

実施した。国頭３村の１人を含む県内�人、

県外４人の合計�人が回答した。

　アンケートでは「やんばるの好きなところ」

として「森や川など陸の自然」（�．６％）、「海

の自然」（�．４％）が上位を占め、「地域の食

品」（�．５％）、「ビーチやホテルなどのリゾ

ート」（�．４％）などを大きく引き離した。

　多くの人を引きつけるやんばるの自然と地

域の暮らしの両方を守る方策として、入域観

光客数の制限や利用地域の区分、自然や地域

に負担をかけないルール・マナーの徹底を挙

げる声が複数あった。「今ある豊かさを大切

に」「安売りしない」といった声のほか「地

域の声を尊重すべき」とくぎを刺すものもあ

った。 （黒田華）

　国連が提唱する持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を推進

する企業・団体のネットワーク「ＯＫＩＮＡＷＡ　ＳＤＧ

ｓプロジェクト」（ＯＳＰ、事務局・琉球新報社、うむさ

んラボ）は�日、那覇市泉崎の琉球新報ホールで本年度の

第１回カンファレンスを開いた。今回はやんばるを例に、

持続可能な観光について議論した。やんばるで観光業や環

境保護に取り組む人、自然環境を調査する高校生らが観光

の在り方、本島北部の自然の特徴などについて報告した。

報告や意見交換が行われた。ＯＳＰに参加するパートナー

企業の担当者や学生のボランティアら約�人が参加した。

　本島北部で地域活性化や自然の調

査・研究などに取り組む団体が登壇

した「ピックアッププロジェクト」

の部では、３団体が登壇した。集落

の存続につながる観光や、自然保護

のための調査活動などについて伝え

た。

　国頭村与那区長の大城靖さんは

「量から質へ　やんばるから考える

持続可能なこれからの観光とは」と

題して発表した。若者の働く場所が

少なく、人口流出による少子高齢化

が進み、�年後の集落の存続が危う

い状況にあるやんばるの現状を、同

区の人口推移などを基に指摘した。

地域の存続を支援する観光が必要と

の視点も示した。

　大城さんは「やんばるの森はもろ

く、復元に時間がかかる。１㌢の表土

ができるのに１００年かかる」とも紹介

した。

　観光客数などの量から質へ転換す

る必要に触れ、観光による収益につ

いて「同じ１万円なら１００人の１００円

より、１人の１万円」と表現し、高い

付加価値の観光を提供し、自然も守

っていくことの大切さを語った。

　本島北部の豊かな自然に囲まれて
はる と

いる辺土名高校環境科の金城永都さ
よもぎ

ん（３年）と上原蓬さん（２年）も登壇

し、同校が取り組むガイド活動や調

査・研究活動などについて紹介し

た。同校の生徒らが動物を飼う「学

校生き物博物館」を世界自然遺産、

やんばる国立公園の案内所の一つに

したいとの展望にも触れた。

　金城さん、上原さんは「これまでの

主にイベントなどへの参加という活

動から、自分たちで創造する活動に

転じていきたい」と話し、豊かな自然

を生徒たちが案内する活動に意欲を

見せた。

　沖縄美ら島財団理事長の花城良廣

さんは、同財団が調査研究や普及啓

発活動などに取り組み、社会貢献に

つなげていることを報告した。希少

種や自然環境の保護活動では、絶滅

危惧種のリュウキュウアユについて

の調査や、どうぶつたちの病院と連

携した野生生物の保護や治療などに

取り組む同財団。タイワンハブなど

の外来種の駆除・調査にも取り組ん

でいる。

　花城さんは「これからも、やんば

るに深く関わり、いかに生活と自然

の保全を図っていくかを考えたい。

自然、歴史、文化、景観という資源

をどううまく利用して観光につなげ

ていくか。美しい自然環境を残して

いくかを考え、調査研究に取り組み

たい」と語った。

　 （古堅一樹）

　４、５歳から、祖父とやんばるの山

に行っていた。祖父がイノシシを獲っ

ている間、私はきれいな沢で犬と遊ん

でいた。小さいころから山で生活する

と自然の大切さが分かる。人間は自然

の中で生活すべきだと思う。

　２００９年にやんばる（安田）が鳥獣保

護区に指定された。大きな節目だった。

その時点で環境省は世界自然遺産に持

って行く考えを持っていた。保護区か

ら国立公園、世界自然遺産という順番

がある。

　当初、区民総会は６対４で賛成多数

だった。決を採ったら保護区指定にＯ

Ｋが出るが、継続審議にしてもらった。

反対の皆さんと膝詰めで話し、２年目

は７対３になった。さらに先送りし、

３年かけて全会一致にした。こうなる

と世界自然遺産までＯＫをもらえる。

時間をかけて住民と話し合い、合意を

得るのが大事だ。小さな集落で賛成、

反対の構図をつくるといがみ合いにな

り、次につながらない。

　国頭村安田での取り組みの一つに、

伊部岳闘争がある。１９７０年�月�日、

米軍が伊部岳に砲弾を撃ち込む訓練を

やると通告してきた。区民総会を開き、

全員参加で阻止すると決めた。米軍は

諦めて自然が残った。実施されていた

らはげ山になり、世界自然遺産どころ

じゃなかった。

　３年前からグリーンバレー構想を持

って動いている。やんばるの東側は一

番自然が残っているが、観光客はほと

んど西に行く。自然を保ちながら東側

に人を連れ込むための構想を練ってい

る。

　道路開発ための砂防ダムがたくさん

あるが、今は汚い水がたまっている。

砂防ダムを撤去し、希少動物対策で道

路のアンダーパスも進め、新しい環境

型の土木事業にする。安売りせず、地

域ファーストの高付加価値で持続可能

な観光にしたい。

　国指定重要無形文化財「安田のシヌ

グ」を継承するため、アーティストの

ｐｏｋｋｅ１０４さんに壁画を描いても

らう仕掛けも進めている。区民も筆を

入れる。

　私は�歳だが、この年でも仕掛けて

いる。必要なのはやる気、根気、元気の

三つの「気」だ。新しいものは必ず壁

がある。前例がなければつくればいい。

（稲福政俊まとめ）

　やんばる地域で活動する人たちから直接、

現状の情報を共有した参加者は、５～６人の

グループに分かれ、ぞれぞれが感じるやんば

るの魅力と課題、理想像を話し合った。その

上で、それぞれの立場から地域のためにでき

ることを書き出した。

　やんばるの魅力として多くの人が挙げたの

が、世界からも認められた独自の「自然」だ。

　「都市化が進む中、沖縄らしさを体験でき

る貴重なエリアだ」「現実逃避をしたいとき

に行きたくなる」と、多くの人を引きつける

要素が紹介された。「歴史」「生物多様性」

「人の温かさ」などを評価する声もあった。

　一方、課題として「過疎化」「高齢化」「人材

不足」などが挙げられたほか、これらを背景

とした情報の発信力不足なども指摘された。

世界自然遺産登録をきっかけとした観光誘客

が期待される一方、公共交通が弱いことや「施

設やインフラが造られ、そこに観光客が集中

すれば、自然が崩れていきかねない」と、ジ

レンマを感じさせる意見も上がった。

　それらを踏まえ、地域のためにできること

とは。ウェブ制作や中国語が得意な人はそれ

ぞれの技能を生かした取り組みが提案され

た。金城永都さん（辺土名高環境科３年）が

いるグループが提案したのは「辺土名高校生

体験」だ。学校や地域外の人との交流を通じ

て「勉強できる機会がほしい」という金城さ

んの提案をきっかけに、制服の着用や授業を

受けたいといった体験型の需要が大人側にも

あるのでは、と議論が盛り上がったという。

　収益は生徒の奨学金に充てると強調。「（社

会人から）最新の情報を得られるし、大人も

伝えたい事がある。議論がうまくつながって

いく過程も面白かった」と語った。（知念征尚）

　新光産業・池田直樹さん

　県内の大学や高校との課

題解決型授業に参画してい

る。持続可能な社会の実現

へ、仕入れ先、得意先、従

業員、地域社会の「四方よ

し」の経営を目指している。

　オリックスビジネスセン

ター沖縄・德田侑季さん　

社員の９割が女性で管理職

も７割が女性。女性や障が

い者ら多様な人々が、働き

がいを持って楽しく仕事が

できる、頑張れる職場作り

を目指している。

　照屋漆器・照屋慎さん　

うやふぁーふじ（祖先）へ

の思いが年々薄くなってき

ていると感じる。未来を担

う若い層が命の大切さを感

じられるよう、この世代と

一緒に事業を創っていきた

い。

【冒頭の報告】

　比嘉明男さん（国頭村観光協会長）

【社会起業家の報告】

　仲本いつ美さん（株式会社「ＥＮＤＥＭＩＣ　ＧＡＲＤＥＮ　Ｈ」代表）

　二宮あみさん（株式会社「マナティ」ディレクター）

　具志堅秀明さん（コミュニティーパーク・ココノバ）

【地域活動団体の報告】

　大城靖さん（国頭村与那区長）
はる と よもぎ

　金城永都さん（辺土名高校環境科３年）、上原蓬さん（同２年）

　花城良廣さん（沖縄美ら島財団理事長）
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