
名護市ふるさと納税

クラウドファンディング事業のご案内

※　名護市ふるさと納税クラウドファンディング事業とは、事業を選んでふるさと納税（寄附）で応援することができる制度です。

事業名

実施団体名 名護市久志支部区長会

この事業を応援するには・・・

インターネット・電子メールで申込み

名護市ふるさと納税クラウドファンディングのホームページへアクセスし、お申し込みください。

※　申込書はＨＰからもダウンロードできます。

郵送・ＦＡＸ・窓口で申込み 電話で申込み

添付の寄附金申込書にご記入の上、お申し込みください。 申込書をお送りいたします。

〒905-8540　沖縄県名護市港１－１－１　名護市役所　財政課　あて ０９８０－５３－１２１２

Ｎｏ．００７

目 標 金 額

５，３００，０００円

寄 附 期 間

令和１年９月３日

　　　～令和１年１０月３１日

事 業 期 間

令和１年１２月１日

花を通して、笑顔咲く地域へ

目 的： ①地域資源の魅力化②交流人口の増加

使い道： 各種地域交流イベント費、地域資源の活用事業

フラワーフェスティバル２０２０

団体の説明：

お問い合わせ先：

注意！　ふるさと納税を騙った寄附金の強要や詐欺行為にご注意下さい。

　名護市では、皆様からの寄附金をお受けするにあたり、納付書によりご入金いただいております。納付書は、寄附金申込書
を提出した方へのみ送付しておりますので、名護市以外から納付書を入手した場合は、十分にご注意下さい。

事業コード：ＣＦ０１００１

　　　～令和２年３月３１日

構成団体：天仁屋区、底仁屋区、嘉陽区、安部区、三原区、汀間
区、瀬嵩区、大浦区、大川区、二見区、辺野古区、豊原区、久志区

名護市の西海岸から車でほんの10分、昔ながらの集落と共に、琉球独特の芸能や文
化、自然が色濃く残り、離島のような「人のぬくもり」と「沖縄の原風景」のよう
な佇まいが味わえるのが名護市東海岸地域です。

0980−55−8101 名護市瀬嵩7番地１（久
志支所内）

事業の詳細は次のページ

ここにみだしとなる画像を貼り付けてください。
枠からはみ出した部分はトリミングされます。
Altキーを押しながらマウスを動かすことで、
枠にぴったりくっつけることができます。



Listen
～聞く～

名護東海岸のこと、皆さんは一度でも耳にしたことがあるでしょうか？

私たちは、沖縄県北部のやんばる（山原）と呼ばれるエリアの東海岸に住んでいます。いわゆる、沖

縄でも田舎といわれる地域ですが、見たことはないはずだけど、どこか懐かしさを覚えるようなそんな

「沖縄の古き良き原風景」的な魅力がたくさんあるところです。旧歴（月の満ち欠け）で営まれる自然

と調和した生活（リズム）は、今も人間が自然の一部であることを忘れさせません。命の危険を伴う漁

師たちの気風の良さや度重なる台風も「自然の一部さ～」と一言で片づけてしまえる農家のたくましさ

にも心惹かれることでしょう。亜熱帯特有の気候で生まれ、伝えらえてきたじんぶん（知恵）、厳しい環

境を共に助け合うゆいまーる（相互扶助）の精神は、現代社会が忘れてしまった大切なものを改めて気

づかせてくれます。名護東海岸は人生を変えるような学びの宝庫です、ここに住む人々の営み（物語）

をもっともっと多くの人に聞いてもらいたい。

＜取組＞

・名護東海岸のプロモーションビデオ、パンフレットの作成

・WEBサイト、SNSの充実

Look
～見る～

沖縄自動車道の宜野座ICからも名護市西海岸からも車で約10分ほどの距離にある名護東海岸。美ら海

水族館など沖縄北部観光においでの際に、ちょっとだけ足を延ばしてみてください。そこにはどこか懐

かしさを覚えるような「古き良き沖縄」を思わせる風景が広がっているはずです。

ここにはあなたの快適なドライブを妨げる信号はほとんどありませんが、海沿いを走る車窓から見え

受け継がれてきた伝統や文化、自然。そしてここに住む人たちをもっとも

っと魅せて輝かせるために、名護東海岸はフラワーフェスティバルで行わ

れる様々なイベントを通して交流事業を行います。



る青く透き通る海や沿道に咲く亜熱帯特有の花たちが誘惑し、あなたを立ち止まらせてしまうかもしれ

ません。

ところどころにある集落の入り口。初めて訪れる方には少し勇気のいる行動かも知れませんが、思い

切ってナビにも出てこないかも知れない道に飛び込んでみましょう。碁盤目状に区画された細いかつて

の馬車道は車では通りづらいかもしれません。そんな時は、邪魔にならないところに駐車して集落の中

を散策してみてはいかがでしょうか。台風から家を守るために植えられているフクギ並木や家々の門に

鎮座する色形の異なったシーサー、三叉路には必ずといっていいほどある魔物除けの石敢當（いしがん

とぅ）など、沖縄では暮らしの中にあるごく普通の光景でも訪れる方にとっては、異国情緒たっぷりで

楽しい発見がきっとあるはずです。ごく普通の日常から、息をのむ絶景、人々の暮らしまで皆さんの目

でご覧になってください。

＜取組＞

・沿道や集落内に植樹する花いっぱい運動

・集落内の環境美化作業

Link
～繋がる～

縁もゆかりもなく名護東海岸に足を運んだ人の中にも、ひょんなことから地元の人と繋がったことで、

毎年のように訪れてくれる人たちがいます。

バイクの故障をした時にトラックにバイクと自分を載せて修理工場まで運んでくれた、道に迷ってい

たらいろいろと助けてくれて、しまいにはご飯を御馳走になった、自転車で沖縄を一周中にお家に泊め

てもらった、地元の人が飲んでいるところに声をかけたら一緒に酒盛りが始まって盛り上がったなど、

人それぞれきっかけは様々だと思いますが、沖縄の人特有の屈託のないほろっとした優しさにふれ、そ

れぞれに忘れられない心惹かれたエピソードがあったことでしょう。

そんな出会いを経験した人は、観光地や観光体験をするよりもその人に会いに来るためにこの地域に

訪れ、まるで古くからの友達のように、あるいは第二のふるさとの様に「ただいま」といって帰ってき

てくれます。

そんな心惹かれる出会いをもっともっと増やして、まだ見ぬみなさんと繋がっていきたい。



＜取組＞

・田舎ホームステイが体験できる民泊の推進

・沖縄の農業体験の推進

・地域まるごと博覧会フラワーフェスティバルの開催（3月開催予定）

Like
～好きになる～

この地域と繋がってしまった方がここを好きになってしまうことはそう難しいことではありません。

今までも地域交流イベントや民泊、ボランティア活動などをきっかけに地元の人と繋がって、リピータ

ーになりファンになって、時間を見つけては何度も来てくれる人も少なくありません。なぜ何度も来て

くれるのか？そんな問いには、「温かく迎えてくれる大好きな人がいるから」という答えが聞こえてきま

す。人が人を好きになることほど、純粋で素敵なことはありません。たとえ恋愛感情でなくても好きに

なれば、相手のために何かをしてあげたい、相手を幸せにしたいという感情が芽生えるものです。その

思いが時に素晴らしいアイデアや地域貢献活動となり、地域の人にポジティブな心地よい刺激を与えて

くれるのです。ある方が言っていたこんな言葉。スキに「手」を加えると素敵になる。そんな素敵な関

係を一緒に築いていきませんか？

＜取組＞

・ボランティア大学生の誘致



Live
～住む～

何度も何度も地域を訪れるだけではもう満足できず、住むしかない。そんな気持ちになってくださっ

た方も実は結構いるのです。しかし、実際のところなかなか移住には結びついていないのが実情です。

その一番の原因は、すぐに住むことのできる家が無いことです。空き家は多いのですが、家主さんが近

くにいなかったり、仏壇があったり、ご先祖様の土地を貸すことはできないなどの理由で活用できる家

がほとんどなく移住できる方が多くはありません。それでも私たちは過疎化対策として、13区区長の研

修で県外の過疎化対策先進地を視察したり、空き家の調査、意向調査を実施するなど移住・定住の環境

を整えられるよう積極的に動いております。もし名護東海岸に移住したい！そんな気持ちになったら最

寄りの公民館や久志支所などにご相談ください。あなたの「住みたい」をできる限りお手伝い致します。

＜取組＞

・移住希望相談

Love
～愛する～

ずっと住んでいる人も移住してきた人も、自分の住んでいる所を愛せたら、きっと素敵な場所になる

はず。そのためには大人も子供も地元の魅力をもっと学んで体感するのが大事ではないでしょうか。特

に子供のころに体験した楽しい思い出はふるさとへの愛情を育むことでしょう。地元を愛する心を育て

ること、それがみんなの地元をもっと素敵にさせる一番の近道。

＜取組＞

・子供向けふるさと体験学習

・大人向けふるさと体験学習



Local
～地元民になる～

移住してきた方のなかには沖縄や地域独特の慣習や昔ながらのコミュニティーに戸惑う方もいらっし

ゃるかもしれません。それでも、多くの方が慣れない皆さんに優しく手を差し伸べてくれることでしょ

う。また時には先輩移住者の方が経験談を含めて適切な助言をしてくれると思います。たくさんの人と

交流を深めることがここでの生活をさらに豊かにする秘訣かも知れません。心を開いて交わること、そ

れが地元民になる第一歩。

＜取組＞

・移住者交流会

・集落作業や地域イベントへの参加



昔ながらの集落形態を維持してきた東海岸ですが、近年では過疎化・少子高齢化が進み、小学校の閉

校、産業力の低下、若者の流出、空き家・遊休地の増大など過疎化に関わるあらゆる問題が出てきてい

ます。

この課題を解決するために、７つの「 L 」への挑戦で紹介した様々な＜取組＞がすでに地域住民が主

体となって始まっています。

そのなかでも交流人口を増やし地域を活性化させる交流イベントには特に力を注いでいます。年々参

加者も増え、地域の協力体制や交流の輪も広がってきており、着実に魅力ある地域づくりの芽が出て、

花が咲き始め、実を結ぼうとしているところです。しかし、地域づくりの実を結ぶには地元の人間だけ

でなく受粉してくれるミツバチのような存在（＝交流を通してアイデアや知識や刺激を与えてくれるよ

そ者、バカモノ、若者）が必要です。この地域が力強く美しい花を咲かせ、たくさんのミツバチ（仲間）

が集まるよう皆様のご協力をお願い致します。

寄付金で開催予定の地域交流イベント

①地域まるごと博覧会フラワーフェステイバル2019 3月開催予定

名護東海岸の花と地域の博覧会として始まったフラワーフェスティバルは年を追うごとに参加者が増

え賑わいを見せています。約１ヶ月にわたる期間中はカヤック体験や集落散策などの自然体験からもの

づくりワークショップ、家庭料理体験まで様々なイベントが催され、好評を博しています。なかでも目

玉になるのが、お花好きの民家が丹精込めて作られたご自慢のお庭を解放し見学できるオープンガーデ

ンです。類は友を呼ぶの言葉通り、お客さんと民家さんは花という共通の趣味を通して交流が生まれ、

毎年訪れるリピーターの方も増えています。来年も3月に笑顔と花の溢れるイベントを開催致しますので

ぜひ皆様ご来場頂けますようよろしくお願い致します。

私たちが抱えている問題とこれからの取組



②産業の振興

地域の特産品を活用した特産品PRイベントを開催予定。また地域の拠点施設を中心とした地域特産物

の通販事業の試行、地元土産品の開発も実施予定。

③観光の推進

山・川・海などの自然資源を活用したエコツーリズムの推進と教育・団体旅行の誘致活動。農家民泊

や収穫体験、産地ツアーなどグリーンツーリズムの推進。

関係協力団体

わんさか大浦パーク（二見以北地域振興会）

〒905-2267 沖縄県名護市字大浦465-7

TEL:0980-51-9446 FAX:0980-51-9447

E-mail:ourapark@kushibb.jp WEB:http://www.wansaka-o.jp/

営業時間AM10:00－PM7:00（1月1日、2日以外無休）

■事業内容

カヤックなどの観光体験、地元農産物の直売、お土産・加工品の販売など

地域の交流拠点施設になっておりますので、地元情報についてお気軽にお問合わせください。

久志地域交流推進協議会

〒905-2267 沖縄県名護市字大浦465-7（わんさか大浦パーク内）

TEL:090-9785-7832（担当直通）

E-mail: koryu@kushibb.jp WEB: http:// kushinominpaku.com/

営業時間AM10:00－PM7:00（平日）

■事業内容

許認可を受けた民家宿泊（田舎ホームステイ）、農業体験や料理体験などのグリーツーリズム事業

を行っています。

名護市クラウドファンディング事業で私たち名護東海岸地域を応援してくださった皆様に感謝をこめ

て、ささやかながら私たちの地域がより身近に感じて頂けるような交流の機会をお返ししたいと思いま

す。

皆さんとの交流を楽しみにしています。



特産品などをお送りするのが一般的かと思いますが、私どもはご協力いただいた皆様とお会いして交

流を持ちたいという気持ちから、実際に訪れて頂いて楽しめるものを中心に贈呈させて頂きます。皆様

の温かいご支援、よろしくお願い致します。

〇地域交流イベントの開催費用

〇地域資源を活用した観光推進、産業振興のための活動費用

○ ５，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Aコース 観光交流拠点＆特産物直売所「わんさか大浦パーク」の商品

Bコース グラスボート大浦湾ツアー

○ ６，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Cコース 大浦マングローブ遊歩道ガイドツアー

寄附金の使い道

寄附のお礼

わんさか大浦パークには年間で100種類以上の地元野菜と40

種類以上の果物、季節限定でこの地域でしか栽培していない在

来作物の二見あかカラシナやマコモダケ、キンカンなど特色の

ある農産品が集まります。その他にも地元食材を使ったドリン

ク、スイーツ、お惣菜、お土産品等から選ぶことができます。

（食堂：南の畑、カフェ：Su-Me-coffeでもご利用可能です）

数千年前から大浦湾に住む北半球最大のアオサンゴをはじ

め、日本で見られるすべてのクマノミが生息する大浦湾でた

くさんのサンゴやお魚が見られます。

5,000円の寄付毎に大人一人または、子ども二人が参加できま

す。（要予約）

名護市天然記念物「大浦マングローブ林」の亜熱帯生き物ワ

ールドと沖縄らしい風景の広がるのどかな大浦集落を地元ガ

イドと一緒に散策します。ガイドが一緒なので自分たちだけ

では発見できない魅力や面白さに出会えます。

6,000円の寄付毎に大人一人または子ども二人が参加できま

す。（要予約）



○ ８，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Dコース カヌチャリゾート ランチ体験 1名分

○ ２０，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Eコース 我那覇畜産の「やんばる島豚あぐー」と「やんばるあぐー」のファミリーセット

Fコース カヌチャリゾート ディナー体験 1名分

Gコース 地元農産物の収穫体験（ペア）

Hコース 観光交流拠点＆特産物直売所「わんさか大浦パーク」のふるさと詰め合わせ便

久志地域内にあるリゾートホテル カヌチャリゾート内のレ

ストランでお食事ができます。寄付金8,000円ごとに1名分。

我那覇畜産の「やんばる島豚あぐー」と「やんばるあぐー」の

組み合わせセット。

ロースしゃぶしゃぶ300ｇ、肩ロースしゃぶしゃぶ300ｇ ロー

ス焼肉300ｇ、肩ロース焼肉300ｇ

20,000円の寄付毎に1セット。

久志地域内にあるリゾートホテル カヌチャリゾート内のレ

ストランでお食事ができます。寄付金20,000円ごとに一名分。

地元農家さんと一緒に農産物の収穫体験（お土産付き）がで

きます。

季節によって収穫できる農産物が違います。（要予約）

わんさか大浦パークには年間で100種類以上の地元野菜と40

種類以上の果物が集まり、季節限定でこの地域でしか栽培し

ていない在来作物の二見あかカラシナやマコモダケ、キンカ

ンなど特色のある作物もあります。それらを活かした「わん

さかオリジナル加工品」もラインナップが増えてきており、

旬の野菜・果物と合わせて季節の詰め合わせをお届けいたし

ます。

20,000円の寄付毎に1回発送。



○ ２５，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Iコース 我那覇畜産の「やんばる島豚あぐー」と「やんばるあぐー」のプレミアムセット。

○ ４０，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Jコース マングローブカヤック体験（ペア）

○ ５０，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Kコース 観光交流拠点＆特産物直売所「わんさか大浦パーク」のふるさと詰め合わせ便

（季節を変えて2回発送致します）

○ ６０，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Lコース 絶景無人ビーチトレッキング体験7時間（2名様）

○ ７０，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Mコース 名護東海岸の民泊体験・1泊2食付（2名様）

我那覇畜産の「やんばる島豚あぐー」と「やんばるあぐー」の

組み合わせセット。

ロースしゃぶしゃぶ300ｇ×２、肩ロースしゃぶしゃぶ300ｇ、

ロース焼肉300ｇ×２、肩ロース焼肉300ｇ、肩ロースたれ２

種類の合計８パック

25,000円の寄付毎に1セット

3歳以上のお子様、初心者でも安心！名護市天然記念物のマン

グローブ林を見ながらカヤックを体験できます。ただし、干

潮の場合は実施できませんので、事前に日時のお問合わせを

お願い致します。（要予約）

わんさか大浦パークには年間で100種類以上の地元野菜と40

種類以上の果物が集まり、季節限定でこの地域でしか栽培し

ていない在来作物の二見あかカラシナやマコモダケ、キンカ

ンなど特色のある作物もあります。それらを活かした「わん

さかオリジナル加工品」もラインナップが増えてきており、

旬の野菜・果物と合わせて季節の詰め合わせをお届けいたし

ます。 50,000円の寄付毎に２回発送。

ガイドをつけて絶景無人ビーチへのトレッキング、海遊び体

験、野外料理体験など昔の知恵を学びながらアウトドアを満

喫できるコースです。（要予約）

普通では味わえない民家でのホームステイ体験。地元しか知

らない極秘スポット案内や沖縄料理作り、農業体験なども可

能です。（要予約）



○ ８０，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Nコース マングローブカヤック体験（4名様）

○ １００，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Oコース 漁船で海人体験（4名様まで）

○ １１０，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Pコース 無人ビーチでの完全プライベート野外宿泊体験（大人2名様、子ども2名様まで）

Qコース カヌチャリゾートペア宿泊体験（スタンダードツイン/朝食付き）

3歳以上のお子様、初心者でも安心！名護市天然記念物のマン

グローブ林を見ながらカヤックを体験できます。ただし、干

潮の場合は実施できませんので、事前に日時のお問合わせを

お願い致します。（4名様・要予約）

東海岸の海を漁船でプライベートクルージング＆釣り体験

（4時間、4名様まで）天候や海況、漁船の都合によって催行

できない場合があります。また日時につきましては事前にご

相談ください。（要予約）

＊竿、リール、仕掛け、エサなどの釣り具は各自持込みをお

願いします。

ウミガメが産卵しにくる美しい東海岸の無人ビーチで24ｈガ

イド付きで野外宿泊体験ができます。（要予約）

久志地域内にあるリゾートホテル カヌチャリゾート（スタ

ンダードツイン）ペア宿泊体験（朝食付き）。ただし、GW・7

～8月・ 年末年始はご利用になれません。＊要予約



○ １２０，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Rコース 久志の手しごと「月桃しごと（かごバック）一個」

○ １４０，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Sコース 名護東海岸の民泊体験１泊２食付（４名様）

または民泊体験２泊４食付（２名様）

○ ３００，０００円以上 寄附して下さった寄附者へのお礼品

Tコース カヌチャリゾートペア宿泊体験 （カヌチャスイートorパームタワーズ/朝食付き）

注意

寄附先団体へ個人情報を提供することについて承諾いただけない場合は、お礼の品を送付することは

できませんので、ご了承ください。

なお、事業の実施及びお礼の品の送付については各団体が実施しますので、ご質問・お問い合わせ等

がございましたら、下記までご連絡ください。

お問い合わせ先：０９８０－５５－８１０１（久志支所内）

久志地域で「手間を楽しむ豊かな時間を過ごそう」をテーマに

「久志の手しごと」をしています。地域に伝わる暮らしの知恵

をみんなと一緒に繋がりながら学び、伝え、地域での暮らしを

楽しみ、誇れるように、という想いを大切に「久志の手しごと」

を通して地域の活性化につなげていきたいと考えています。

月桃しごと（かごバック）の特徴は、久志地域の月桃の茎から

材料を作り、縄を綯い、かごを編むまで全て心を込めて手作業

で行っています。世界で唯一の心を込めた作品をお送りしま

す。詳細は「久志の手しごと」のHPをご覧ください。

普通では味わえない民家でのホームステイ体験。地元しか知

らない極秘スポット案内や沖縄料理作り、農業体験なども可

能です。（要予約）

久志地域内にあるリゾートホテル カヌチャリゾート（カヌ

チャスイートorパームタワーズ/朝食付き）ペア宿泊体験。た

だし、GW・7～8月・ 年末年始はご利用になれません。

＊要予約



名護市ふるさと納税クラウドファンディング事業とは

名護市では、市内の各区が提案する事業の中から寄附者が自由に選んでふるさと納税することできる

「名護市ふるさと納税クラウドファンディング事業」を実施しています。

詳しくは、「名護市 クラウドファンディング」で検索するか、下記までお問い合わせください。

【お問い合わせ】

名護市役所 総務部 財政課

☎ ０９８０－５３－１２１２（内線１０４） メール


