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件名 第 3回那覇市市制 100周年記念事業実行委員会 

開催日時 令和 2年 3月 26日（木）10：00～11：30 

場所 那覇市役所本庁舎 12階 研修室Ａ・Ｂ 

出席状況 

 

○…出席 

△…代理 

出席 

－…欠席 

【構成員】 29名中 23名出席 

会 長 ○那覇市長 城間幹子 

副会長 ○那覇市議会議長 久高友弘 

○那覇市副市長 久高將光 

○那覇市副市長 知念覚 

△那覇商工会議所会頭 石嶺伝一郎（代理 福地敦士） 

委 員 －沖縄県経営者協会会長 金城克也 

－沖縄県中小企業家同友会代表理事 喜納朝勝 

○沖縄県酒造組合会長 佐久本学 

○那覇市観光協会会長 佐久本武 

－沖縄観光コンベンションビューロー会長 下地芳郎 

○那覇市自治会長会連合会会長 前原信達 

○那覇市協働によるまちづくり推進協議会会長 銘苅春雄 

△那覇市社会福祉協議会会長 新本博司（代理 宮城哲哉） 

○那覇市民生委員児童委員連合会会長 新城ヒロ子 

○那覇市身体障害者福祉協会会長 髙嶺豊 

－那覇市医師会会長 山城千秋 

○那覇市 PTA連合会会長 知名定徳 

○那覇市青少年健全育成市民会議会長 大城明美 

○那覇市婦人連合会会長 赤嶺恵子 

○那覇市文化協会会長 崎山律子 

○那覇市体育協会会長 平良悟 

○沖縄県建設業協会那覇支部支部長 長山宏 

○沖縄県造園建設業協会会長 下地浩之 

－沖縄県建築士会会長 西里幸二 

○市民 饒波正博 

○市民 知念忠彦 

○市民 添石幸伸 

監 事 ○井口税理士事務所所長 井口千秋 

－那覇市会計管理者 上原はつみ 

【関係者】 

参 与 ○那覇市議会 副議長 桑江豊 

○那覇市議会 議会運営委員会委員長 粟國彰 
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＜ 次  第 ＞ 

１ 開会 

会長あいさつ 

 

２ 議事 

議案第 1号 令和 2年度那覇市市制 100周年記念事業実行委員会収支予算（案） 

議案第 2号 那覇市市制 100周年記念事業実行委員会事業計画（案） 

 

３ 報告 

報告 1 那覇市市制 100周年記念事業実行委員会・各部会の実施状況等について 

報告 2 那覇市市制 100周年記念提案事業の概要及び公募説明会について 

報告 3 那覇市市制 100周年記念事業協賛要綱の策定と概要について 

報告 4 那覇市ふるさと納税制度による市制 100周年記念事業への寄附状況につい 

て 

報告 5 那覇市市制 100周年記念事業プレ事業（案）について（推進本部） 

その他 記念映像の放映（10分程度） 

 

４ 意見交換 

 

５ 閉会 

 

［配布資料］ 

資料 1 第 2回実行委員会議事概要 

 

 

＜議事概要＞ 

 

１ 議事 

議案第 1号及び第 2号について、原案どおり承認。 

 

(1)議案第 1号 令和 2年度那覇市市制 100周年記念事業実行委員会収支予算（案） 

（質疑等） 

・提案事業の公募説明会について、公募にあたっては事前に十分な説明会を行うべ

きと思うが、そのための予算措置等はされているのか。 

→ 事前に丁寧に説明する場が必要と考えており、4 月から数回、本庁舎や公民

館等の費用がかからない場所での開催を予定している。（事務局） 

 

(2)議案第 2号 那覇市市制 100周年記念事業実行委員会事業計画（案） 

質疑等なし。 

 

２ 報告 

(1)報告 1 那覇市市制 100周年記念事業実行委員会・各部会の実施状況等について 

(2)報告 2 那覇市市制 100周年記念提案事業の概要及び公募説明会について 

(3)報告 3 那覇市市制 100周年記念事業協賛要綱の策定と概要について 

（質疑等） 

・新型コロナの影響で東京オリンピックが来年に延期され、100 周年と同じ年にな

るが、オリンピックを絡めた PR等は考えているのか。 

→ オリンピックが同じ年になることで様々な影響が出てくると思うが、逆にこ
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れを利用して、例えば令和 2 年度のプレ事業でオリンピック選手を招聘する等

連携できればと考えている。具体的な内容については今後各部会で検討したい。

（事務局） 

・提案事業の予算 2,000万円の財源は。 

→ 令和 3 年度の那覇市からの負担金として 2,000 万円を予定しているが、企業

等からの寄附の状況により増額もあり得る。（事務局） 

 

(4)報告4 那覇市ふるさと納税制度による市制100周年記念事業への寄附状況について 

質疑等なし。 

 

(5)報告 5 那覇市市制 100周年記念事業プレ事業（案）について（推進本部） 

（質疑等） 

・元々那覇にあった盲学校（現在は南風原在）が来年 100周年。那覇市との関係（一

緒にスタートしたかどうか等）は分からないが、何か連携が出来たらいいと思う。 

・SDGs講演会とあるが、具体的な内容は。 

→ 詳細は未定だが、今年連携協定を締結した東京大学地域未来社会連携研究機

構との記念事業の一環として、SDGsの基本的なところも含めて、市民に分かり

やすい講演会を行うことを計画している。（事務局） 

・一見すると既存事業など 100 周年に関係なさそうな事業も並んでいるように見え

るが、すべて 100周年を意識した要素を盛り込んでいくという認識でよいか。 

→ そのとおり。（事務局） 

・特別事業についての説明資料に、「将来にわたって語り継がれるような事業」とあ

り、すごくワクワクした。プレ事業も同様に、過去 100 年を振り返るとともに、

次の 100 年に向けた、那覇市の新しいビジョンを見せれるようなワクワクする事

業を是非作り上げていってほしい。 

・私たちはどこから来たのか、何者か、どこへいくのか、が人類共通のテーマ。こ

の 3 つが 100 周年の中に凝縮されてほしい。どうしてもイベント中心になりがち

だが、その中に「那覇市を考える」ところまで入れるべき。那覇市の特徴的なも

のとしては、戦後いち早く市史編集室を立ち上げて歴史文化を集積したこと。歴

史資料博物館を中心に見て考える場所にしてほしい。また、那覇市は全国に先駆

けて女性史を刊行している。さらに、首里城再建に向けては長い道のりとなる。

プレ事業も含めてどう捉えていくか、その視点も必要。これまで 100 年の息づか

いや感動を子どもたちとともに共有したい。 

→ 「那覇市について考える。子どもたちにとっては学ぶ」、加えて「首里城のこ

れまでとこれから」という視点をご提言いただきありがとうございました。（会

長） 

・イベント会場やアクセスなど、障がい者に配慮しバリアフリーにしてほしい。 

 

(6)記念映像の放映（10分程度） 

（質疑等） 

・記念映像の完成時期や活用方法は。 

→ 令和 3年 3月完成予定。映像作品は、30分、15分、1分 30秒、15秒程度の

コマーシャル映像を予定しており、市 HPや事業等、放映できる場があれば積極

的に活用していきたい。（事務局） 

・聴覚障がい者のために字幕を付けること、視覚障がい者にも配慮した音声にして

ほしい。 

・タイトルも重要。字幕や音声など、言葉にも伝える力がある。 

・映像には力がある。NHK のファミリーヒストリーのように、現在の那覇市を作り
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上げてきた先人たちの苦労が感じられるものと、同時にこれからの若者を通して

エネルギーをもらえるような内容もいれて、ストーリー性を持たせてはどうか。

（過去、現在、そして未来へ） 

・映像が盛りだくさんすぎて、ただ流されている感がある。ターゲットを絞り、誰

に向けてメッセージを発するものなのかを明確にしたほうがよい。例えば、記念

映像を学校で活用してもらう場合、学校の授業のなかで 30分は長い。もう少し短

くし、学生向けの内容にする等の工夫が必要。（キーポイントは、この 100年を誰

にどう伝えるか。メッセージを明確に。） 

→ 誰に向けたものか意図が伝わるような、効果的なものにしたい。（事務局） 

・他の自治体でも事例があるが、一部だけで盛り上がって終わってほしくない。100

周年とは何なのか、イベントを通してみんなが一緒に考えることができるものに

してほしい。私は市民代表だが、各団体の長である皆様には、団体において 100

周年をどう位置付け、どういったツールでどう発信していけば、団体の方に我が

事として捉えてもらえるのか。また、団体内での声を吸い上げてほしい。 

→ それぞれの立場でスポークスマンとして、広報 PRをお願いしたい。（会長） 

 

３ 意見交換 

・那覇市の市花木について、ブーゲンビレアは花を咲かせるのが難しい、フクギは

市内にあまり植樹されていないことから、100 周年を機に、那覇に相応しい市花

木を選定し直してみるのもいいのでは。 

→ 選定して何年も経過しており、継続してフクギの散歩道や市庁舎周辺への植

樹等を行ったり、ブーゲンビレアは 100 周年のロゴにもなっているため、選定

し直すというのは現実的に難しい。より一層市民に親しみを持っていただける

よう PRしていきたい。（事務局） 

・他部会の進捗状況の情報共有をお願いしたい。 

→ 各部会の情報共有を行い、相乗効果が生まれるようにしたい。（事務局） 

以上 

 

メモ作成者：下田 

 


