平成24年度「地域間連携・交流イベント助成事業」助成実績
No.

市町村

助成額
(千円)

助成対象団体
事業名
復活普天間沖縄角力大会実行委員会

1

宜野湾市

300
復活普天間沖縄角力大会

北中城村

300 中城城跡共同管理協議会

2
中城村

300 第15回わかてだを見る集い

事業概要
実施日：平成24年10月28日（日） 午後１時～
実施場所：ｻﾝﾌﾃｨｰﾏ(普天間りうぼう)前駐車場
実施概要：奉納角力を復活させ、町づくりのきっかけにしよう―。旧暦9月15日
の普天満宮の例祭で毎年行われていた奉納角力大会を約半世紀ぶりに開
催。
実施日：平成24年12月23日(日) 午前6:30～午前8:45
実施場所：中城城跡 三の郭前広場
事業概要：琉球の先人たちは冬至の日をトンジードーグヮチと称して新たに太
陽の生まれることを祝福した。その「わかてだ」を世界遺産である中城城跡で
迎え讃え、柔らかい陽光を浴び、強く生き抜く力を育むとともに両村が発展す
ることを祈願し、開催する。中城村、北中城村の文化協会会員を主体に出演
者が構成され、両村の文化交流に寄与する。

連携・交流市町村

事業分類

沖縄市、うるま市、宜野湾市、
北谷町、嘉手納町、西原町、 広域スポーツイベント事業
読谷村、北中城村、中城村

北中城村、中城村

広域文化イベント事業

平成25年度「地域間連携・交流イベント助成事業」助成実績
No.

市町村

うるま市
1
沖縄市

助成額
(千円)

助成対象団体
事業名

うるま市

150
金武湾月夜大会

宜野湾市
4

西原町サッカー協会
5

西原町

150
第4回ｼｰｻｲﾄﾞﾌｯﾄｻﾙ西原町大会
西原町商工会青年部

6

西原町

実施日：平成25年9月20日(金)午後5時～
実施場所：うるま市与那城田種目競技場野外ステージ
実施概要：「金武湾月夜」大会を通じて、東海岸を中心とした金武湾の地域振
沖縄市、うるま市
興･魅力を高め、ひいては琉球芸能の振興に寄与すること、ならびに物産品販
売により地域の経済効果をあげ、地域の活性化を目標としています。

実施日：平成25年10月20日（日） 午後１時～ｻﾝﾌﾃｨｰﾏ(普天間りうぼう)前駐
車場
実施場所：宜野湾市 普天間りうぼ前広場
150
実施概要：奉納角力を復活させ、町づくりのきっかけにしよう―。旧暦9月15日
の普天満宮の例祭で毎年行われていた奉納角力大会を約半世紀ぶりに開
第2回復活普天間沖縄角力大会
催。
宜野湾市青年エイサー祭り実行委 実施日：平成25年9月7日(土)・8日(日) 宜野湾市民広場
実施場所：宜野湾市民広場(市役所向かい)
員会
実施概要：エイサー祭りの運営を通じて、各青年会の連携強化、市外青年会
150
への演舞依頼、招待を行うことで、市町村の枠を超えた交流が図られる。
第17回宜野湾市青年エイサー祭り
復活普天間沖縄角力大会実行委員会

3

連携・交流市町村

実施日：第一部：平成25年7月26日(金)～7月31日(水)
第二部：平成25年8月1日(木)～8月5日(月)
150 NPOこどもの島プロジェクト
実施場所：沖縄市内、うるま市宮城島
実施概要：沖縄市とうるま市の市民が協働して体制や条件を整えることで、東 沖縄市、うるま市
日本大震災被災地域の子どもと保護者に沖縄市とうるま市へ来てもらい、気
第2回こどもの島沖縄交流体験プロ 兼ねなく屋外で過ごすことのできる時間と場所を設けると同時に、両市の市民
300
ジェクト
との交流を図る。
特定非営利活動法人 禮之会

2

事業概要

150
第2回愛のりバスツアー

事業分類

広域交流イベント事業

広域交流イベント事業
広域文化イベント事業
広域観光イベント事業
広域物産イベント事業

沖縄市、うるま市、宜野湾市、
北谷町、嘉手納町、西原町、
読谷村、北中城村、中城村

広域観光イベント事業

沖縄市、うるま市、宜野湾市

広域文化イベント事業
広域観光イベント事業

実施日：平成25年8月3日(土)午前9時～及び8月4日(日)午後4時～
実施場所：中城村ごさまる陸上競技場、西原町東崎後援サッカー場
沖縄市、うるま市、宜野湾市、
実施概要：気楽に楽しめるｺﾐｭﾆﾃｨｰｽﾎﾟｰﾂ･ﾌｯﾄｻﾙの普及発展に努めｽﾎﾟｰﾂ 北谷町、嘉手納町、西原町、 広域スポーツイベント事業
環境の整備と青少年の体力の向上と健全育成を推進し、ﾁｰﾑの交流･親子の 読谷村、北中城村、中城村
ふれあいを深める事を目的とする。
実施日：平成26年2月9日(土)午後1時～午後9時
実施場所：中城城跡、ムーンテラス東崎、石川酒造所
実施概要：結婚につながる機会が減少している中で、結婚意識の高い品格の
ある男女をﾏｯﾁﾝｸﾞさせるべく、安全で確かな出会いの場を青年部の観点で事 西原町、北中城村、中城村
業として実施するとともに地域の世界遺産や地場産業をも紹介し参加者へ中
部圏域を理解する機会も場にする。

広域交流イベント事業
広域観光イベント事業

No.

市町村

助成額
(千円)

助成対象団体
事業名
座喜味城通りふれあい祭り実行委
員会

5

読谷村

300
第4回座喜味城通りふれあい祭り

北中城村

250 中城城跡共同管理協議会

6
中城村

250 第16回わかてだを見る集い

事業概要

連携・交流市町村

実施日：平成25年10月27日(日) 座喜味城跡駐車場及び座喜味城通り
実施場所：座喜味城跡駐車場、座喜味城跡通り
実施概要：食を通した地域間交流、世界遺産座喜味城跡と伝統文化･地域食 うるま市、読谷村
文化のPR及び地域活性化並びに中部広域圏の一体性を高めることを目的と
して開催する。
実施日：平成25年12月22日(日) 午前6:30～午前8:45
実施場所：中城城跡 三の郭前広場
事業概要：琉球の先人たちは冬至の日をトンジードーグヮチと称して新たに太
陽の生まれることを祝福した。その「わかてだ」を世界遺産である中城城跡で 北中城村、中城村
迎え讃え、柔らかい陽光を浴び、強く生き抜く力を育むとともに両村が発展す
ることを祈願し、開催する。中城村、北中城村の文化協会会員を主体に出演
者が構成され、両村の文化交流に寄与する。

事業分類

広域交流イベント事業
広域文化イベント事業
広域観光イベント事業
広域物産イベント事業

広域文化イベント事業

平成26年度「地域間連携・交流イベント助成事業」助成実績
No.

市町村
うるま市

1
沖縄市

2

宜野湾市

助成額
(千円)

助成対象団体
事業名

事業概要等

連携・交流市町村

実施日：平成26年7月31日（水）～8月4日（月）
実施場所：うるま市宮城島
180 ＮＰＯこどもの島プロジェクト
実施概要：福島県いわき市の学童保育所に通う小学生15人程度とうるま市島
嶼部在住の小学生等10人程度、沖縄市在住の5人程度の参加により、合宿形 沖縄市、うるま市
式による交流やふるさと発表、自然体験活動などを実施する。沖縄市、うるま
第3回こどもの島沖縄交流体験プロ 市の市民で構成する実行委員会が運営し、両市の市民活動に関する相互理
180
ジェクト
解及び交流を促進する。
実施日：平成26年8月23日（土）・24日（日）
宜野湾市青年エイサー祭り実行委 実施場所：宜野湾市民広場
員会
実施概要：宜野湾市青年連合会加盟の13団体及び市内子供会、婦人連合
300
会、ゲスト出演の市外団体等が2日間に渡り、各演舞を披露する。沖縄市及び 沖縄市、読谷村
読谷村の青年会1団体を招へいし出演する。また、招聘青年会と意見交換を
第18回宜野湾市青年エイサー祭り 行い交流を深める。
実施日：平成26年10月4日（土）・5日（日）
実施場所：嘉手納町兼久海浜公園
沖縄県全島角力協会嘉手納支部
事業概要：野國總管祭りのサブイベントとして本事業を開催し、また、参加者
を各市町村から招へいし、交流を通して、沖縄の先人たちが残した伝統文化
沖縄市、うるま市、宜野湾市、
である沖縄角力の継承及び発展に寄与する。
北谷町、西原町、読谷村、北
64.8
①10月4日 こどもウチナージマ大会（小・中学生の大会）
中城村、中城村
②10月5日 全島角力大会（町内一般の部・全島大会）各市町村から参加者を
第34回野國總管まつり全島角力大
招へいし、交流する。
会

3

事業分類

広域交流イベント事業

広域文化イベント事業
広域観光イベント事業

広域交流イベント事業
広域観光イベント事業

嘉手納町
嘉手納町商工会青年部

4

100
イルミネーション街コン～in嘉手納
～

実施日 平成26年11月23日（日）
実施場所 嘉手納町新町商店街
事業概要 嘉手納町新町商店街を会場とし、合コン形式のイベントを開催す
る。中部広域圏全域から参加者を募り、参加を通して、中部広域圏としての認 沖縄市、うるま市、宜野湾市、
識を深める。また、嘉手納町商工会青年部を主体とした事務局にて、近隣市 北谷町、西原町、読谷村、北
中城村、中城村
町村商工会青年部（うるま、宜野湾、西原、北中城）と連携して事業を行い、中
部の地域活性につなげる。

広域交流イベント事業
広域物産イベント事業

No.

市町村

5

嘉手納町

6

読谷村

北中城村

助成額
(千円)

助成対象団体
事業名

連携・交流市町村

実施日 平成27年1月17日（土）
実施場所 嘉手納町中央公民館大ホール（ロータリープラザ2階）
嘉手納町教育委員会
事業概要 未就学児及び大人を対象に劇団風の子のお芝居『いろはにこんぺ
135
いとう』を公演。両町村はともに図書館にて0歳児を対象に絵本を通して乳児と 読谷村
嘉手納町・読谷村図書館相互利用 大人をつなぐ『ブックスタート事業』を行っており、本事業をとおして図書館の相
協定1周年記念事業（ 劇団風の子 互利用の促進につなげる。
公演 芝居『いろはにこんぺいとう』）
実施日 平成26年12月14日（土）
実施場所：嘉手納町中央公民館大ホール（ロータリープラザ2階）
事業概要：
読谷村教育委員会
①両町村中高生によるビブリオバトル（※ビブリオバトルとは、本の紹介コミュ
ニケーションゲーム。中高生がプレゼンテーションを行い、会場が帳票で読ん
でみたい本を決定する。）
嘉手納町
300
②図書館インタビューダイアローグ
テーマ「新しい時代の図書館像」～住民と共に成長する図書館を目指して地
嘉手納・読谷図書館相互利用1周年 域と図書館の特色を活かし、図書館利用の可能性をさぐる～生涯学習の中心
事業（ビブリオバトル＆インタビュー を担う機関として、両町村住民が交流し、学ぶ人材育成と、新たな地域づくり
ダイアローグ）
のきっかけとなる場をめざし、協働の図書館づくりを行うためのヒントを探る。

300 中城城跡共同管理協議会

7
中城村

事業概要等

300 第17回わかてだを見る集い

実施日：平成26年12月21日（日）
実施場所：中城城跡 三の郭前広場
事業概要：琉球の先人たちは冬至の日をトンジードーグヮチと称して新たに太
陽の生まれることを祝福した。その「わかてだ」を世界遺産である中城城跡で 北中城村、中城村
迎え讃え、柔らかい陽光を浴び、強く生き抜く力を育むとともに両村が発展す
ることを祈願し、開催する。中城村、北中城村の文化協会会員を主体に出演
者が構成され、両村の文化交流に寄与する。

事業分類

広域交流イベント事業
広域文化イベント事業

広域交流イベント事業
広域文化イベント事業

広域交流イベント事業
広域文化イベント事業

平成27年度「地域間連携・交流イベント助成事業」助成実績
No.

市町村

助成額
(千円)

1

北谷町

150

2

読谷村

300

助成対象団体
事業名
北谷町商工会青年部
第４回 美ら浜大使コンテスト

読谷子育てサポートくるくる
よみたん おもちゃ・遊びフェスティ
バル

沖縄県全島角力協会嘉手納支部

3

嘉手納町

200
野國總管まつり全島角力大会

4

5

嘉手納町

宜野湾市

100

218

嘉手納町商工会青年部
イルミネーション街コン～in嘉手納
～

普天間沖縄角力大会実行委員会

復活普天間沖縄角力大会

事業概要等
実施日：平成27年9月19日（日）
実施場所：第29回 シーポートちゃたんカーニバル会場内（特設ステージ）
事業概要：観光客が多く集まる北谷町において観光PR大使を選出し、PR大使
を通じて中部の観光情報を積極的に発信させ、地域経済の活性化につなげる
ことを目的とする。
実施日：平成27年8月16日(日)
実施場所：読谷村文化センター 中ホール
事業概要：昔ながらの遊びを知り、草玩具等の手作り体験や、大型紙芝居等
で読み聞かせ・語り聞かせを体感していく。子育ての中に昔遊びを取り入れる
ことで親子の関わりやコミュニケーションが密になり、異世代との交流も深ま
る。また地域の人と交流を通して地域施設等を知り、子育てしやすい地域づく
りに繋がることを目的とする。

連携・交流市町村

事業分類

沖縄市、うるま市、宜野湾市、
北谷町、西原町、読谷村、北
中城村、中城村

広域観光イベント

北谷町、嘉手納町、読谷村

広域文化イベント

実施日：平成27年10月3日（土） こどもウチナージマ大会
平成27年10月4日（日）野國總管まつり奉納全島角力大会
実施場所： 兼久海浜公園
沖縄市、宜野湾市、北谷
事業概要：沖縄角力（ウチナージマ）は本県の伝統文化のひとつであり、昔は
広域スポーツイベント
町、嘉手納町、読谷村
各地域で盛んに行われていた。本大会では、沖縄中の力士（シマトゥヤー）が
集まる全党大会を催し、大会をとおして参加する力士間の交流を深め、沖縄
角力の継承及び発展向上に寄与することを目的とする。
実施日：平成27年11月29日（日）
実施場所：嘉手納町 新町商店街
事業概要：中部の若者が集まるイベントを開催することで、中部の魅力を再発 沖縄市、うるま市、宜野湾市、
北谷町、西原町、読谷村、北
見するとともに市町村の垣根を越えて出会いの場を創出する。また、嘉手納 中城村、中城村
町商工会青年部を主体とした中部地区青年部協働で事業を行うことにより効
果的に中部全域から積極的に人を呼び込み地域経済活性化を目的とする。

広域交流イベント

実施日：平成27年11月8日（日）
実施場所：サンフティーマ（普天間りうぼう）前広場
沖縄市、うるま市、宜野湾市、
事業概要：普天間地域の活性化の一助として角力大会を開催する。沖縄県角 北谷町、西原町、読谷村、北
力協会をはじめ、中城村商工会、宜野湾市外の団体と連携し、観客同士の歓 中城村、中城村
談や交流を通して、中部圏域の連携・交流につなげていくことを目的とする。

広域文化イベント
広域スポーツイベント

No.

6

市町村

宜野湾市

北中城村

助成額
(千円)

助成対象団体

事業名
NPO法人沖縄県自立生活センター・
イルカ
市民交流フォーラム『どんな障害が
82
あっても地域で暮らしたい！
～イタリアの精神科病院閉鎖と入所
者の地域移行から学ぶこと～』

300
中城城跡共同管理協議会
わかてだを見る集い

7
中城村

300

事業概要

連携・交流市町村

実施日：平成28年1月30日（土）
実施場所：沖縄市農民研修センター
事業概要：上映会を通して「クロスディスカッション形式」と呼ばれる参加者と 沖縄市、宜野湾市、北谷町
のパネルディスカッションを行い、中部圏域での精神障害のある人の精神科
長期入院後の地域移行のあり方について討議する機会を持つことを目的とす
る。
実施日：平成27年12月20日(日)
実施場所：世界遺産中城城跡三の郭前広場
事業概要：「わかてだ」を世界遺産である中城城跡で迎え讃え、柔らかい陽光
を浴び、力強く生き抜く力を育むとともに両村が未来永劫に発展する事を祈願 北中城村、中城村
して開催する。
本イベントを通じ両村・県内外へ発信しつつ、住民の交流を図り、中城場跡の
歴史・文化の継承を推進することを目的とする。

事業分類

その他

広域文化イベント

平成28年度「地域間連携・交流イベント助成事業」実績
No.

1

2

市町村

沖縄市

うるま市

助成額

助成金確定額

助成対象団体
事業名

事業概要等

連携・交流市町村

事業分類

300,000

実施日：平成28年8月22日（月）、24日(水)
実施場所：【沖縄市】ミュージックタウン音市場1F 【宜野湾市】トポセシア
事業目的：沖縄市内及び高校生に対し、情報提供による留学機運の醸成を図 沖縄市、宜野湾市
Ryu×Ryuフェスタ実行委員会
200,207
イッターよってけ！がちＭｙ留学パラ る。学校間を超えて学生同士が交流できる場を提供し、高校生のコミュニティ
を広げる。沖縄市内の国際交流施設等の紹介等により、イベント開催後の広
ダイス～○○、留学行くってよ～
い交流を図る

広域交流イベント

300,000

実施日：平成28年12月18日（日）
実施場所：うるま市平安座南港多目的広場
事業膜的：与勝島嶼4島を道路と橋で結ぴ起点する道路が、屋慶名と平安座を
300,000 平安座自治会
接続した45周年記念し、また平安座南港多目的広場の野外ステージ屋根（休
海中道路接続45周年・平安座南港
憩所）の完成を期して「人と人のつながり」、「島嶼地域の創成の輪」や「中部広
多目的広場ステージ屋根完成記念
域における東海岸の観光点化」とする新たな賑わいの場となることを目的に開
まつり
催する。

沖縄市、うるま市、宜野湾
市、北谷町、嘉手納町、西
原町、読谷村、北中城村、
中城村

広域交流イベント
広域観光イベント

宜野湾市、北谷町、嘉
手納町

広域交流イベント

一般社団法人 宜野湾市観光振興協会

3

宜野湾市

300,000

300,000
夏休み マリン交流フェスティバル

4

5

北谷町

北谷町

実施日：平成28年8月28日（日）
実施場所：宜野湾マリン支援センター
事業目的：地元住民が地元の海を学び・海をきれいにし海を味わうことで、自
分たちの生まれた町を大切にする気持ちを持ってもらうこと。

実施日：平成28年7月24日（日）
実施場所：第30回 シーポートちゃたんカーニバル会場内（特設ステージ）
沖縄市、うるま市、宜野湾
事業目的：観光客が多く集まる北谷町において観光PR大使を選出し、PR大使 市、北谷町、西原町、読谷
を通じて中部の観光情報を積極的に発信させ、地域経済の活性化につなげる 村、北中城村、中城村
ことを目的とする。

150,000

150,000 北谷町商工会青年部
第5回 美ら浜大使コンテスト

150,000

実施日：平成28年10月16日（日）
OKINAWAOCTOBERFEST実行委員
実施場所：北谷公園野球場前広場
150,000 会
事業目的：国際色豊かな中部地域で世界一有名なビール祭り“オクトーバー
OKINAWAOCTOBERFEST2016
フェスト”を開催することによって、県内外および海外の注目をあつめ、中部全
域の観光および経済の発展を図る。

沖縄市、うるま市、宜野湾
市、北谷町、嘉手納町、西
原町、読谷村、北中城村、
中城村

広域交流イベント
広域観光イベント

広域交流イベント

平成28年度「地域間連携・交流イベント助成事業」実績
No.

市町村

助成額

助成金確定額

助成対象団体
事業名
沖縄県全島角力協会嘉手納支部

6

嘉手納町

200,000

200,000
野國總管まつり全島角力大会

7

9

事業概要等

連携・交流市町村

事業分類

実施日：平成28年10月1日（土）、2日（日） 第36回野國總管まつり 全島角力
大会
沖縄市、宜野湾市、北
広域スポーツイベン
実施場所： 兼久海浜公園
谷町、嘉手納町、読谷
ト
事業目的：野國總管まつりを通して、沖縄の先人たちが残した伝統文化である 村
沖縄角力を継承及び発展に寄与する。

100,000

実施日：平成28年11月29日（日）
実施場所：嘉手納町 新町商店街
事業目的：沖縄の中心は那覇市であり、若者や観光客を対象としたイベントは
那覇で開催されることが常である。域活性化が求められる昨今、市町村商工
会・青年部主催で様々なイベントが行われているが、那覇市開催のイベントに
比べると来客数が少なく、どう中部地区にも若者や観光客が集まるイベントを 沖縄市、うるま市、宜野湾
嘉手納町商工会青年部
市、北谷町、西原町、読谷
100,000
イルミネーション街コン～in嘉手納～ 開催するか課題である。
村、北中城村、中城村
そこで街コンイベント参加希望する中部の若者が南部地区に出ていくという現
状を打破し中部の魅力を再発見するとともに市町村の垣根を越えて出会いの
場を創出する。また、嘉手納商工会青年部を主体とした中部地区青年部共同
で事業を行うことにより効果的に中部全域から積極的に人を呼び込み地域活
性を目的とする。

広域交流イベント

読谷村

300,000

実施日：平成29年3月4日
実施場所：読谷村地域振興センター
沖縄市、うるま市、宜野湾
実施目的：県外では類を見ない多すぎる招待客、盛り上がりすぎるカチャー
市、北谷町、嘉手納町、読
シー、面白すぎるウチナー結婚式。その中でも結婚式のため作成された映像 谷村
余興の素晴らしさに着目し、結婚式の会場で一度きりの上映ではなく世界中の
皆さんに沖縄のにーびちの素晴らしさを見てもらうことを目的とする。

広域交流イベント
広域文化イベント

北中城村

300,000

実施日：平成28年12月23日（金）
実施場所：世界遺産中城城跡三の郭前広場
事業目的：先人達は冬至の日をトゥンジーソーグァチ（冬至正月）と称して新た 北中城村、中城村
に太陽の生まれることを祝福しました。その「わかてだ」を世界遺産である中城
城跡で迎え讃え、柔らかい陽光を浴び、強く生き抜く力を育むとともに、両村が
未来永却に発展する事を祈願して開催します。

広域文化イベント

嘉手納町

10

300,000 にーびち映画祭実行委員会
第7回にーびち映画祭

597,953
中城村

300,000

中城城跡共同管理協議会
わかてだを見る集い

平成29年度「地域間連携・交流イベント助成事業」実績
No.

市町村

1

沖縄市

2

宜野湾市

助成額

300,000

300,000

助成金確定額

300,000

300,000

助成対象団体
事業名

美原クラブ
美原チャレンジカップ

NPO法人街のえんがわ山桃
地域を超えて、業種を超えて、拡げよう
繋げよう中部の輪

OKINAWAOCTOBERFEST実行委員会

3

北谷町

300,000

300,000
OKINAWAOCTOBERFEST2017

沖縄県全島角力協会嘉手納支部
4

嘉手納町

200,000

200,000
第37回野國總管まつり全島角力大会

5

嘉手納町

100,000

100,000

嘉手納町商工会青年部
かでな街コン

事業概要等

連携・交流市町村

事業分類

実施日：平成30年2月10日（土）～11日（日）
実施場所：美原小学校グラウンド・美里小学校グラウンド
沖縄市・うるま市・宜野湾
事業概要：公式大会の機会が少ない小学校4年生以下を対象とした大会を開 市・北谷町・中城村
催することにより、日ごろのトレーニングの成果を発揮する場所を与える。

広域スポーツイベント

実施日：平成29年9月23日（土）
実施場所：コミュニティーセンター安雅郷（あんがきょう）
沖縄市・うるま市・宜野湾
事業概要：当NPO法人は多様で豊かな交流・活動の場づくりに取り組む団体 市・北谷町・北中城村
です。これまでの集積を活かし、趣味の団体・福祉団体・個人事業主・個人等、
異業種間交流や地域間交流の発展に寄与する。

広域交流イベント

実施日：平成29年10月14日（土）～15日（日）
実施場所：北谷フィッシャリーナ
事業概要：国際色豊かな中部地方で世界一有名なビール祭り”オクトーバー
フェスト”を開催することによって、県内外および海外の注目を集め、中部全域
の観光及び経済の発展を図る。

沖縄市・うるま市・宜
野湾市・北谷町・嘉手
納町・西原町・読谷
村・北中城村・中城村

広域交流イベント
広域観光イベント

実施日：平成29年9月30日（土）～10月1日（日）
実施場所：嘉手納町字兼久85-25（兼久海浜公園）
沖縄市・宜野湾市・北谷町・
事業概要：野國總管まつりを通して、沖縄の先人たちが残した伝統文化である 嘉手納町・読谷村
沖縄角力の継承及び発展に寄与する。

広域スポーツイベント

実施日：平成29年11月26日（日）
実施場所：嘉手納町 新町通り商店街
事業概要：中部の若者が南部地区に出ていくという現状を打破し、中部の魅力 うるま市・宜野湾市・北谷
町・嘉手納町・西原町・読谷
を再発見するとともに市町村の垣根を越えて出会いの場を創出する。また中 村・北中城村・中城村
部地区青年部共同で事業を行うことで、効果的に中部全域から積極的に人を
呼び込み地域経済活性化を目的とする。

広域交流イベント

平成29年度「地域間連携・交流イベント助成事業」実績
No.

市町村

助成額

助成金確定額

助成対象団体
事業名

事業概要等

連携・交流市町村

事業分類

300,000

実施日：平成29年9月2日（土）
実施場所：読谷村楚辺大湾邸特設会場
事業概要・：地域の素晴らしい風景の地や文化・歴史的に意義のある場所で
300,000
嘉手納町・読谷村
様々な地域、ジャンルの音楽を参加者に楽しんでもらい、イベントを通し、個々
てんてんあしびコンサート2017～夏の浜 人、地域の関係性や繋がりの大切さ、そこから生み出されてきた地域文化や
アイデンティティの大切さを再確認し、そうした思いの共感共有を目的とする。
すがり～

広域交流イベント
広域文化イベント

600,000

実施日；平成29年12月23（土）
実施場所：世界遺産中城城跡三の郭前広場
事業概要：先人たちは冬至の日をトゥンジーソーグヮチ（冬至正月）と称して新
中城村・北中城村
たに太陽の生まれることを祝福しました。その「わかてだ」を世界遺産である中
城城跡で迎え讃え、柔らかい陽光を浴び、強く生き抜く力を育むとともに、両村
が未来永劫に発展することを祈願して開催する。

広域文化イベント

てんてんあしび実行委員会

6

7

読谷村

中城村・
北中城村

600,000

中城城跡共同管理協議会
第20回わかてだを見る集い

平成30年度「地域間連携・交流イベント助成事業」実績

No.

市町村

5

嘉手納町

6

7

読谷村

北谷町

8

北谷町

9

中城村
北中城村

助成額

200,000

300,000

150,000

150,000

600,000

助成金確定額

22,000

助成対象団体
事業名

沖縄県全島角力協会嘉手納支部
第38回野國總管まつり 全島角力大会

150,000

600,000

連携・交流市町村

実施日：平成30年10月6日・7日
沖縄市・宜野湾市・北谷町・
実施場所：嘉手納町字兼久海浜公園
事業概要：野國總管まつりをとして、沖縄の先人たちが残した伝統文化である沖縄 嘉手納町・読谷村
角力を継承及び発展に寄与する。

事業分類

広域スポーツイベント

実施日：平成30年8月11日・12日
実施場所：読谷村平和の森球場
事業概要：歴史と伝統を誇る郷土芸能であるエイサーを、各字青年会が継承し、創 うるま市・北谷町・読谷村
造的に発展させ、多くの村民に披露すると同時に、各字青年会の交流と組織の強
化に役立てることを目的とする。

広域交流イベント

ＯＫＩＮＡＷＡ ＯＣＴＯＢＥＲＦＥＳＴ
ＯＫＩＮＡＷＡ ＯＣＴＯＢＥＲＦＥＳＴ2018

実施日：平成30年10月13日（土）～14日（日）
実施場所：北谷公園野球場前広場
事業概要：国際色豊かな中部地方で世界一有名なビール祭"オクトーバーフェスト”
を開催することによって、県内外および海外の注目をあつめ、中部全域の観光及び
経済の発展を図る。

沖縄市・うるま市・宜野湾
市・北谷町・嘉手納町・西原
町・読谷村・北中城村・中城
村

広域交流イベント
広域観光イベント

北谷町商工会青年部
第6回美ら浜大使コンテスト

実施日：平成30年7月22日（日） 夕方頃
実施場所：第32回シーポートちゃたんカーニバル会場内（特設ステージ）
事業概要：観光客が多く集まる北谷町において観光ＰＲ大使を選出し、その者らに
中部の観光情報を積極的に発信させることによって、中部に足を運んでもらい地域
経済の活性化につなげることを目的とする。

沖縄市・うるま市・宜野湾
市・北谷町・嘉手納町・西原
町・読谷村・北中城村・中城
村

広域交流イベント
広域観光イベント

中城城跡共同管理協議会
第21回わかてだを見る集い

実施日：平成30年12月22日（土）
実施場所：世界遺産中城城跡三の郭前広場
事業概要：先人たちは、冬至の日をトゥンジーソーグヮチ（冬至正月）と称して新たに太陽の
生まれることを祝福しました。その「わかてだ」を世界遺産である中城城跡で迎え讃え、柔ら
かい陽光を浴び、強く生き抜く力を育むと共に、両村が未来永劫に発展することを祈願して
開催します。

北中城村・中城村

広域文化スポーツ

読谷村青年団協議会
300,000
第35回読谷村青年エイサーまつり

150,000

事業概要等

令和元年度「地域間連携・交流イベント助成事業」実績

No.

1

2

3

市町村

うるま市

北谷町

沖縄市

助成額

210,000

210,000

210,000

助成金確定額

120,000

208,021 ストリートワークアウト沖縄
PULL-UP BATTLE in OKINAWA CITY

広域交流イベント、広域スポーツイベ
ント

実地日：令和元年12月21日
実地場所：世界遺産中城城跡 三の郭前広場
実地概要：雨天によりイベント中止

北中城村、中城村

広域文化イベント

実地日：令和2年2月15日、16日
実地場所：うるま市字赤野 「ヌーリ川・天願川」
うるま市ヌーリ川桜会 会長 座間味 栄 実地概要：本事業では、桜並めぐりや関連イベントとして桜若木植栽やカヌー体験
教室を行い、地域住民及び子ども達の環境保全・美化への意識を高めるとともに、
うるまヌーリ川桜並木めぐり
地域外の参加者との交流を深めることにより、環境保全や地域づくりに関わる関係
人口の創出を図ることを目的とする。

沖縄市、うるま市、宜野湾
市、北谷町、嘉手納町、西
原町、読谷村、北中城村、
中城村

広域交流イベント

210,000

ハシャＧＯ！！実行委員会
210,000
ハシャＧＯ！！SUMMER

実地日：2019年10月6日
実地場所：宜野湾海浜公園
実地概要：等団体は、「人生に遊びゴコロを」をコンセプトにし、自然の中での遊び
で、心身の成長、家族の絆、地域の絆を深める。市外にも広く周知することで、地域
活性化を目的とする。

沖縄市、うるま市、宜野湾
市、北谷町、嘉手納町、西
原町、読谷村、北中城村、
中城村

広域交流イベント、広域スポーツイベ
ント

140,000

沖縄県全島角力協会嘉手納支部
140,000
第39回野國總管まつり 全島角力大会

実地日：令和元年10月5日、6日
実地場所：嘉手納町字兼久85番地25（兼久海浜公園）
実地概要：野國總管まつりを通して、沖縄の先人たちが残した伝統文化である沖縄
角力を継承及び発展に寄与する。

沖縄市、うるま市、宜野湾
市、北谷町、嘉手納町、西
原町、読谷村、北中城村、
中城村

広域スポーツイベント

中城村
北中城村

193,050

193,050

嘉手納町

沖縄市、うるま市、宜野湾
市、北谷町、嘉手納町、西
原町、読谷村、北中城村、
中城村

広域交流イベント

中城城跡共同管理協議会
第22回わかてだを見る集い

5

8

実地日：令和元年11月23日
実地場所：沖縄市中央 沖縄国際カーニバル内
実地概要：プルアップ（懸垂運動）を通して、運動や健康に対する意識を広報させる
こと。

広域交流イベント

広域交流イベント

70,000

宜野湾市

実地日：令和元年7月13日、14日
実地場所：北谷公園サンセットビーチ特設会場
実地概要：本町の商工業及び観光・リゾート産業の振興と地域の活性化を図るとと
もに、賑わいと魅力あふれるまちづくりに寄与すること目的とした「シーポートちゃた
んカーニバル」において、沖縄県中部西岸部で隣接する宜野湾市と連携し、「タッチ 宜野湾市、北谷町
プール」をとおして、子ども達の地域間交流体験活動の場を提供し、「海」「海浜」を
資源と捉える環境保全の意識向上を図ります。また、宜野湾市及び北谷町の放課
後児童クラブ（学童）の相互交流を行い、子育て環境の充実を図る事を目的とす

事業分類

嘉手納町商工会青年部
かでな街コン

70,000

7

連携・交流市町村

実地日：令和元年11月3日
実地場所：嘉手納町新町通り
実地概要：中部地区商工会青年部員をスタッフとして招き、イベント運営を通して交 うるま市、宜野湾市、北谷
流を図るとともに、それぞれの地域のイベント企画の参考としていただく。また、中 町、嘉手納町、西原町、読
部地区商工会青年部で共同事業を実地することで、より視野を広げ中部地区経済 谷村、北中城村、中城村
の活性化につながる事業に発展させることを目標に掲げ、今後も本事業を継続して
推進していく所期の目標を達成することができた。

嘉手納町

うるま市

事業概要等

実施日：令和2年2月15日、16日
実施場所：うるま市字赤野 「ヌーリ川・天願川」
沖縄市、うるま市、宜野湾
うるま市ヌーリ川桜会 会長 座間味 栄 実施概要：本事業では、桜並めぐりや関連イベントとして桜若木植栽やカヌー体験
教室を行い、地域住民及び子ども達の環境保全・美化への意識を高めるとともに、
うるまヌーリ川桜並木めぐり
地域外の参加者との交流を深めることにより、環境保全や地域づくりに関わる関係 市
人口の創出を図ることを目的とする。

シーポートちゃたんカーニバル実行委員
会
210,000 第33回シーポートちゃたんカーニバル・
タッチプール

4

6

助成対象団体
事業名

210,000

90,000

令和２年度「地域間連携・交流イベント助成事業」実績

No.

1

2

3

市町村

沖縄市

読谷村

中城村

助成額

助成金確定額

助成対象団体
事業名

201,000

201,000 沖縄県認知症行方不明者の会
コロナ禍地域間対策予防Onライン会議

210,000

読谷村山芋スーブチャンピオン大会実行
委員会 会長 安田 慶造
210,000 第9回読谷村山芋スーブチャンピオン大
会

0

420,000 中城村城跡共同管理協議会
第23回わかてだを見る集い

事業概要等

連携・交流市町村

事業分類

実地日：令和2年12月16日、令和3年1月27日、令和3年2月17日
実地場所：オンライン「ZOOM」を使用
実地概要：アフターコロナ、ウィズコロナ禍の中、新しい生活様式への対応や他者と 沖縄市、うるま市、北谷町
の繋がり方を、地域間、様々な分野で活躍する方々とOnラインで議論し、行動ロー
ドマップを策定し持続可能な支援体制構築を行う。

広域交流イベント

実地日：令和2年12月27日
実地場所：JAおきなわ 読谷村集出荷場
実地概要：各自治体で山芋の重量を競う「山芋スーブ」を村全体に拡大することで うるま市、読谷村
山芋の消費拡大及び誘客による地域活性化、さらには地域間コミュニティーの連携
強化を図ることを目的とする。

広域交流イベント

実地日：令和2年12月19日
実地場所：世界遺産中城城跡三の郭前広場
実地概要：先人たちは冬至の日をトゥンジーソーグゥチ（冬至正月）と称して新たに
太陽の生まれることを祝福しました。その「わかてだ」を世界遺産である中城城跡で 北中城村、中城村
迎え讃え、柔らかい陽光を浴び、強く生き抜く力を育むとともに、両村が未来永劫に
発展することを祈願して開催します。
※新型コロナウイルスの感染拡大の終息が見込めないことにより、中止

広域文化イベント

