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ハイライト 

 渡名喜村視察で知った、島

暮らしの様子や今後の移住

取組の展望 

 

 新規出展自治体が光った

福岡移住フェア 

 

 移住応援サイト「おきなわ移

住の輪ー結ー」では、様々

な移住情報を追加していま

す！ 
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自治体視察レポート「渡名喜村」  

訪れて肌で知る 

島の様子や生活の姿 

 12月 11日（月）より 1泊 2日の工程

で、渡名喜村を視察しました。先週まで

天候が不安定でフェリーの欠航があった

ようですが、当日は曇り空の下でありな

がらも、那覇の泊港より朝一番の便で島

へ向かうことが出来ました。フェリーに揺

られること約 2時間、途中波によって、

何度も大きく船が揺れました。風と波と

いう自然条件によって、島の出入港が大きく左右され、長らく欠航が続けば、荷物や人の出入り

が滞るということ、それがまた島民には日常であるということに気づかされました。 

 港に着き、タラップを降りると、島の観光

事業に係る地域おこし協力隊の 2名が、

観光客一人ひとりに、島のパンフレットや

地図を配布していました。また、島内唯一

の交番に駐在する警察官の方も、笑顔で

挨拶下さいました。聞くと、来航毎に来る

人を迎え、また見送っているとのことでし

た。船は冬季は 1 日 2便（内那覇ー渡名

喜は１便のみ）、数十名の利用者との

ことですが、観光客など初めて島を訪

れる人にとって、にこやかなお巡りさん

はとても親しみを感じられると思いまし

た。また一方で、島民 380名の小さな

地域に入る外部の人と、お巡りさんが

入港時に顔を合わせることにより、防

犯にもなっているように思いました。 

 

今後の予定 

【第 2回沖縄県移住受入協議会】 

 

 1月 25日(木) （終了） 

沖縄県南部合同庁舎 

 

【移住モニターツアー】 

 宮古島市 保育士対象 

 1 月 18 日～20日（終了） 

 うるま市 島しょ地域の暮らし体験 

 2 月 2日～2月 4 日 

 石垣市 

北部地域 農業体験  2 月 16 日～2月 18日 
 

 

 



 渡名喜村は、移住相談会へも積極的に出展されており、その概

要や写真から知る村の様子は知っていましたが、これまで訪問し

たことはありませんでした。実際に港に降りて集落内を探索してみ

ると、これまでのイメージよりも一気に多くのことを知ることが出来

たと思います。まず、集落の風景は、写真で見て思ったよりも、よ

り古風な沖縄の家屋が多く残り、周りのフクギ並木が美しく連なっ

ていることに感動しました。また歩いてみることにより、道は小型

の車が一台通れる程狭

く、10分もかからずに集

落の端から端へ移動す

ることが出来ることがわ

かりました。 

 そして、何より感心し

たのは、道が塵一つ

落ちてないと言える

程、掃き清められてい

たことです。空き家の

庭も、落ち葉が除か

れ、破損して落ちた瓦

も隅に寄せて集めて

ありました。村の「朝お

き会」では、子どもを

中心に島民が集まり、

ラジオ体操と掃き掃除

をするとは聞いていま

したが、ここまで徹底

していることに大変驚

きました。また、島に２

件だけの小さな商店や、１件だけのガソリンスタンド、発電所、浄

水場などを拝見し、住民の暮らしを身近に感じることが出来まし

た。台風や暴風の時に海からの水、漂流物が村内に流れ込まな

いように、一気に閉める重い鉄扉の説明も聞き、日々の暮らしと

自然との間の緊張感を感じました。 

 

移住取組を進めていくうち

に見えた課題と将来の姿 

 午後には、渡名喜村役場で、

又吉課長と桃原さんにお話を伺

いました。移住の取組を始めて

から、相談会への出展や、情報

発信等を行うことによって、村の

認知度が上がり、移住の相談や

問い合わせも増えてきたとのこと

です。移住希望の方には、実際

に島を訪れて頂き、暮らしや住ま

い・仕事の事情をよく知ってもら

うようにしているとのことでした。また、渡名喜村には多用途住宅

があり、現在すぐに住まいの提供を受けられることも移住希望者 

にとっては大変魅力的に映るのかもしれません。（※多用途住宅

に入居するには、年齢制限等、条件があります。） 

 しかし、他の小さな

離島と同様に仕事の

種類や就職の機会が

大変限られていること

や、小さなコミュニティ

の中に、外の人が深く

関わって暮らしていく

ことの難しさ等の理

由から、移住・定住に

至ることは中々難し

いとのことでした。そのような状況でも、渡名喜村としては移住者

受け入れには前向きであり、今後は受入れ側の村内の整備を行

っていくとのことです。例えば、渡名喜村では、離島各地において

沖縄県民と島民との交流を促す「島あっちい」事業（沖縄県地域・

離島課主催事業）にモニターツアー受入地として参加し、ツアーガ

イド等の働き口を増やしたり、新たに観光協会設立を検討する

等、雇用機会の捻出にも動きも見えてきています。 

 夜は、宿から歩いて数分の集落内唯一の食堂兼居酒屋「ふくぎ

屋」で職員の方々と大変楽しくリラックス出来る時間を過ごさせて

頂きました。ある職員の方が、かつてカツオ漁で盛況であった頃

の港の様子をお話しくださり、その活気ある情景が目に浮かぶよ

うでした。このような村の歴史を知ることも、移住検討者にその土

地に興味と好感を持つきっかけになるように思いました。 

 

 今回の訪問で、職員さんを始め、村の多くの方々の協力で充実

した視察を行うことができました。ここで得られた情報や撮影した

写真を、移住希望者に有効に発信し、双方にマッチしそうな場合

に村と移住者を繋げられればと思います。 

 次号では、渡名喜村よりフェリーで訪れた久米島町の視察レポ

ートをお送りする予定です。 

 

福岡へ初出展！ 

「ENJOY LOCAL LIFE!!九州・山口・

沖縄  移住＆起業・就農フェア」 

 

12月 16 日（土）福岡のアクロス

天神（福岡市中央区）において、

日本政策金融公庫主催による移

住＆起業・就農フェアに出展致し

ました。今回各相談ブースを 

写真上）島唯一のガソリンスタンド 

写真下）村を守る鉄扉 

写真左）空き家の庭もき

れいに掃除されていまし

た。 

写真上）多用途住宅は、空きがあり、綺

麗に手入れされていました。 



出展したのは、石垣市、与那国町、多良間村、渡名喜村と沖縄県

です。また、沖縄県外では、山口から福岡まで、多くの自治体が参

加していました。 

 与那国町と多良間村は移住関連のイベントへは初めての参加

でしたが、チラシやポスター、動画、地域の様子が伝わる写真を

多く収めた資料を持参する等の、様々な工夫をして自治体をアピ

ールしていました。 

 会場では、移住相談ブ

ースエリアと併設してセミ

ナー会場があり、そこで

は株式会社ジャパネット

たかた創業者の高田明

氏や福岡ソフトバンクホ

ークス元監督の秋山幸二氏のセミナーが行われ、多くの来場者が

ありました。また、九州・沖縄・山口 9県の移住体験者のリレート

ークもあり、10分という短時間の持ち時間でありながら、皆さんそ

れぞれが体験した移住にまつわるお話を魅力的に、且つ具体的

に話していました。中でも、多良間村地域おこし協力隊の友野さん

のトークは、多良間村の位置紹介から移住のきっかけ、島での暮

らし（野菜のおすそ分けや難しい方言について）をテンポ良く紹介

しており、聴衆の興味を強く惹きつけていました。 

 一方移住相談ブースエリアの

ほうは、残念ながらこれまでの

東京や大阪の移住フェアに比べ

て、来場者数は少なかったで

す。しかしながら、各沖縄勢ブースは健闘し、全体で 37組 44名

の相談を受けました。これは、当日の参加自治体の中でも相談者

数はトップのほうであったと思われます。相談者の傾向としては、

複数回以上沖縄を訪れたことがある人が最も多く、単身者でセカ

ンドライフを検討している方が多かったです。また、小さいお子さん

連れの家族が離島ブースを訪問していたのが印象的でした。 

 来場者が少ない中、少しでも沖縄移住へ関心を持ってもらおう

と、出展市町村の移住資料をまとめてワンパックにした手提げを

配布するなど、情報発信に努めました。手提げの中には、QR コー

ドを入れた移住モニターツアーのチラシも封入しており、後日そこ

から興味をもってアクセスしてきた方もいました。 

 今年度は、6月から東京・大阪・福岡で移住フェア及び県主催の

移住相談会を計 11回出展・実施しました。その際に SNSやウェ

ブサイト、チラシ、セミナー、個別相談の実施方法等、様々な方法

をトライして来ましたが、その蓄積を来年度の移住取り組みに活

かしたいと思います。それも、多くの市町村さんの多大なる協力を

頂いたからこその実績に他なりません。今後も各自治体の移住取

組に活かして頂けるような、より参加しやすい場を提供できればと

思います。 

 

移住の輪ー結ー 

ウェブサイト更新情報  

 

 沖縄県が運営する移住応援サイト「おきなわ移住の輪ー結ー」

では、移住を検討する方からよく受ける相談や質問を元に、移住

に役立つコンテンツを追加しています。 

 サイトを訪問した人がよく閲覧しているのは、先輩移住者のイン

タビューや沖縄移住に関する Q&Aです。最近では、一年を通した

沖縄の気候・服装の表を見やすく表にして公開しました。 

 今後は 1月より実施

の移住モニターツアー

のレポートを順次アップ

し、その様子を伝える予

定です。また、各市町村

移住担当者がアップし

た、移住や地域に関す

るニュース記事もよく読

まれています。 

 

移住相談会やモニターツア

ーで、沖縄移住希望者へ聞

き取りをすると、移住イベン

トや沖縄移住の情報を当サ

イトから得ているという方が

大変多いです。沖縄移住を

盛り上げ、多くの人の注目

を集めらられるよう、今後の

更新や情報提供にご協力

をお願いいたします！ 

 

インタビュー数は 18件を超えました！ 

よく尋ねられる一年を通しての気候

や服装情報も。 

おきなわ移住の輪ー結ーウェブサイト

へのアクセスは、右 QR コードから又は

直接下記 URLをご参照ください。 

https://okinawa-iju.jp/ 



 


