
第２章　うるま市の概況と観光の現状
１．立地条件
 1.1 位置

	 	沖縄本島中部の東海岸に位置し、丘陵地、半島、島々が穏やかな海である金武湾を
囲むような立地にあるまちです。

　■那覇空港から北東へ約 25㎞、沖縄本島の中部の東海岸に位置しており、総面積※は
87.01㎞2 です。

　■傾斜地や丘陵地が多く、東に金武湾、南に中城湾の両湾に接し、東南に伸びる半島
部の北方及び東方海上に８つの島々があり、５つの島は海中道路や橋により結ばれ
ています。

　　　資料：※「平成 27年全国都道府県市区町村別面積調」国土地理院 (2015( 平成 27) 年 10月 )

資料：「うるま市都市計画マスタープラン」うるま市 (2010( 平成 22) 年 )

図　うるま市の位置
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 1.2 気候

　気温差は比較的小さく温暖な気候で、夏から秋にかけては台風が来襲します。

　■気候区分は亜熱帯海洋性気候に属し、月別の平均気温が 16℃～ 28℃で気温差は比
較的小さく、年間平均気温 23℃と温暖な気候です。

　■例年６月後半には梅雨が明け、夏～秋季にかけて台風が非常に多く発生します。

 1.3 交通

　幹線道路が整備されているとともに、クルーズ船の寄港も再開されました。

　■沖縄自動車道の石川ＩＣや国道 329号などの幹線道路が整備されており、
　　石川ＩＣまでは車を利用して那覇空港から約 50分、那覇市から約 40分の
　　距離にあります。美ら海水族館までは約１時間で行くことができるアクセス
　　条件を有しています。
　■路線バスは、那覇バスターミナルから、具志川線、
　　国体道路線、名護東線、名護東辺野古線、屋慶名線、
　　与勝線等が出ています。
　■ 2016( 平成 28) 年４月には、中城湾港新港地区に、
　　外国客船が 10年ぶりに寄港しました。
　　「中城湾港クルーズ促進連絡協議会」では、
　　同港東ふ頭でのクルーズ船受け
　　入れも視野に入れた環境整備を検討
　　しています。

資料：「宮城島気象台統計データ」気象庁（2008（平成 20）年～2015（平成 27）年の平均）
図　うるま市の月別平均気温と降水量の変化
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２．歴史
　本市は、古い歴史のある個性豊かな２市２町が合併し、10周年を迎えました。

　■沖縄本島のほぼ中央に位置する本市は、2005( 平成 17) 年４月１日に具志川市、石
川市、勝連町、与那城町の２市２町が合併し誕生しました。2015( 平成 27) 年に
は合併 10周年を迎えました。

　①旧具志川市
　■約 4,000 年前に生活が営まれた痕跡を残す古い歴史があり、琉球最古の歌謡集「お

もろさうし」にも“くしかわ”の地名が残されています。豊富な水資源と肥沃で広
い土地に恵まれ、1941(昭和16)年にはサトウキビの生産量が沖縄一を誇りました。

　■戦後は、琉球大学の前身の沖縄文教学校、沖縄外国語学校、農林学校等が創設され、
沖縄の文教の中心として発展しました。

　②旧石川市
　■先史遺跡が９ヶ所確認され、その内の伊波貝塚は沖縄の縄文式文化の存在を決定的

にした貝塚で、国指定史跡となっています。
　■太平洋戦争までは美里村政下の農村集落でしたが、戦中戦後には、米軍により設置

された避難民収容所や琉球政府の前身である沖縄諮詢会や民政府設置など、沖縄政
治・経済の中心地として発展してきました。

　③旧勝連町
　■先史遺跡が 51 ヶ所確認され、半島側では南側に多く、津堅島では海岸部に点在、

浜比嘉島には洞穴内遺跡が多く見られます。
　■勝連按司 10代目の阿麻和利の時代になると勝連は最盛期を迎え、徳之島や奄美大

島、さらに中国や朝鮮との交流も盛んに行なわれていました。沖縄最古の歌謡集「お
もろさうし」の中で“きむたか (心豊か・気高い )”と称され、大和の京や鎌倉に
たとえて詠われるほど繁栄しました。

　■ 1997( 平成９)年には浜比嘉大橋が完成し、浜比嘉島への交通の便が向上しました。
　■また、勝連城跡は、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」の一つとして、2000( 平

成 12) 年に世界遺産に登録されました。

　④旧与那城町
　■旧与那城町には約 2,500 年前の沖縄貝塚時代中期のもので沖縄最大の段丘集落跡

といわれる「シヌグ堂遺跡」があります。17世紀中頃以前には、勝連間切に属し、
その後、西原間切、平田間切、与那城間切と改名を重ね、沖縄県島嶼町村制の施行
など、歴史的な変動を経験しながら発展してきました。

　■ 1972( 昭和 47) 年に海中道路、1982( 昭和 57) 年に伊計大橋完成し、島々の交通
の便が飛躍的に向上しました。
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３．人口 ･ 世帯

　人口 ･世帯数は増加傾向にあるものの、少子高齢化も進行しています。

　■本市の総人口は増加傾向にあり、2015( 平成 27) 年には 122,087 人 (2017( 平成
29) 年２月１日現在は 122,753 人 ) となっています。

　■世帯数も増加傾向にあり、2015( 平成 27) 年には 49,615 世帯 (2017( 平成 29) 年
２月１日現在は 50,432 世帯 )となっています。

　■世帯規模は縮小傾向にあり、2015( 平成 27) 年には 2.46 人 / 世帯 (2017( 平成
29) 年２月１日現在は 2.43 人 / 世帯 )となっています。

　■年少人口割合の減少、老年人口割合の増加による、少子高齢化の進行が伺えます。
2015( 平成 27) 年の年齢３区分割合は、年少人口 17.4%、生産年齢人口 62.7%、
老年人口 19.9%です。

　■うるま市人口ビジョンによると、このままの状況で人口が推移すると、2040( 平成
52) 年に総人口は 124,333 人となり、その後減少する予測となっています。

資料：2005( 平成 17) ～ 2010( 平成 22) 年は国勢調査、2011( 平成 23) 年以降は住民基本台帳
　　　※2000( 平成 12) 年までの数値は、旧具志川市、石川市、勝連町、与那城町の合計

■うるま市の総人口は、2016(平成28)年10月末現在、県内で３番目に多い状況です。
■株式会社東洋経済新報社の「住みよさランキング※」では、2013( 平成 25) ～
2015( 平成 27) 年まで、県内２位となっており、住みやすく人が集まってくるま
ちであることが伺えます。

　※「安心度」、「利便度」、「快適度」、「富裕度」、「住居水準充実度」の５つの観点で選んだ 15の評価指標をそれ
ぞれ数値化し、総合点で順位付けしたもので、毎年公表されています。

うるま
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４．産業
 4.1 産業別就業人口

　卸 ･小売業や宿泊 ･飲食サービス業など観光に係わる業種が２割を占めます。

　■本市の総人口は、2015( 平成 27) 年まで引き続き増加傾向にあるものの、就業者数
は 2000( 平成 12) 年をピークに減少傾向にあります。第１次産業と第２次産業は、
1995( 平成７) 年から一貫して減少しており、第３次産業は、2005( 平成 17) 年
から 2010( 平成 22) 年にかけて減少しました。

　■産業別割合は、第１次産業 4.2%( 沖縄県 5.0%)、第２次産業 18.9%( 沖縄県
14.0%)、第３次産業 69.2%( 沖縄県 72.3%) で、概ね沖縄県と同様の割合となって
います。

　■ 2010( 平成 22) 年の産業別就業人口は、建設業が最も多く 14.0%(6,011 人 )、次
いで卸・小売業 13.5%(5,771 人 )、医療・福祉 13.1%(5,628 人 )、サービス業 (他
に分類されない )10.5%(4,505 人 ) となっています。

　■観光に係わる「宿泊・飲食サービス業」の就業者数は 3,482 人で、全体の 8.1%を
占めています。

　　　　※「卸・小売業」の細分類は国勢調査では把握できませんが、「平成 26年商業統計」によると、「小売業 (各
種商品、織物・衣類・身の回り品、飲食良品、その他 )」の就業者数は 4,201 人 (9.8%) となっています。

資料：「国勢調査」総務省統計局

資料：「国勢調査」総務省統計局（2010（平成 22）年）
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4.2 農業 ･ 漁業 ･ 商業 ･ 工業の概況

（1）農業
　■さとうきび、花きを中心に野菜類(にんじん、かんしょ、キャベツ等)、メロン、ミ

カン、スイカ、い草等が栽培されており、津堅島のにんじんは産地指定(国の指定
産地認定(1987(昭和62)年)、沖縄県の拠点産地認
定(2006(平成18)年))を受けています。その他、
養豚や肉用牛の畜産業も盛んです。

　■耕作放棄地は約220ha※1で減少傾向にあります。
　　　資料：※1「2015年農林業センサス」農林水産省（2016（平成

28）年３月）

　■農水産物の販路拡大、地産地消、地産外商、６次
産業化による第一次産業の振興を目的として、
「うるま市農水産業振興戦略拠点施設」の整備を
2018(平成30)年春の完成を目指して進めていま
す。

（2）漁業
　■金武湾と中城湾の両湾での沿岸漁業が中心です

が、「採る漁業」から「つくり育てる漁業」へと
転換が進められています。2014(平成26)年におけ
るうるま市のもずく収穫量は5,965ｔで県内収穫量
の31％※2を占めており、県内一値のシェアを誇っ
ています。

　　　資料：※2「平成26年海面漁業生産統計」農林水産省(2016（平成
28)年３月公表)

（3）商業・工業
　■商業は、大型店舗の進出により、周辺市町村からの利用客も増えています。その一

方で、既存の小規模零細企業の集客力は落ち込みがみられます。
　　・2014(平成26)年の事業所数は、製造業264事業所、食料品70事業所、金属製品

43事業所、窯業土石製品26事業所※3となっています。
　　・2014(平成26)年における卸売業・小売業の年間商品販売額は1,130億円となっ

ており、このうち飲食料関連は244億円で、全体の約2割※4を占めています。
　■工業団地として、中城湾港新港地区に2016(平成28)年３月現在197社※5が立地し

ており、金属加工業、食品加工業、建築資材卸売業、半導体製造業など、これま
で沖縄県に立地していない新たな分野の事業が展開されています。また、同地区内
には、アジア･太平洋地域における沖縄の優位性を活かし、情報通信産業をより付
加価値の高い産業構造へ発展させていくため、わが国とアジアを結ぶブリッジ機能
を担うリゾート＆ＩＴ戦略の拠点とする「沖縄ＩＴ津梁パーク」が整備され、24
社が入居しています。上記の他に、赤崎の石川火力発電所、昆布の具志川火力発電
所、与那城平宮の沖縄石油基地、塩屋の製糖工場が立地しています。

資料：	※ 3「平成 26 年経済センサス」総務省 (2015（平成 27) 年11月公表 )
	 ※ 4「平成 26 年商業統計表」経済産業省 (2014（平成 26) 年３月公表 )
	 ※ 5「中城湾港新港地区立地企業紹介」中城湾港開発推進協議会 (2016（平成 28) 年３月 )

津堅島の農地 ( 勝連津堅 )

セリの風景 ( 与那城平安座 )

第2章

22



【本市の農業 ･農村の概況】

（2016（平成28）年６月３日公表）

農業体験（にんじん） 農業体験（グァバ茶）
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4.3 市内純生産額等

　市内純生産額は県内でも上位ですが、一人あたりの所得が低い状況です。

（1）市内純生産額
　■2013(平成25)年度の市内純生産額は1,669億円で、那覇市、浦添市、沖縄市に次

いで４番目となっています。一方、一人あたりの市民所得は41市町村中39位で、
2013(平成25)年度は168万円/人となっています。

　■「沖縄県市町村民所得統計」の13分類のうち、卸・小売業とサービス業に着目する
と、2009(平成21)年以降はいずれも増加傾向にあり、2013(平成25)年は、卸・
小売業が10.0%、サービス業が26.5%を占めています。

（2）一人あたり平均給与(沖縄県における観光関連業種)
　■沖縄県における「宿泊業、飲食サービス業」と「小売業」の一人あたり平均月間現

金給与総額の推移をみると、年による変動がみられ、「宿泊業、飲食サービス業」
は全国との差が縮まってきていますが、「小売業」については全国との差が縮まっ
ていない状況です。

※一般労働者とパートも含む平均額 (ボーナス、残業代等含む)
資料：「毎月勤労統計調査年報」沖縄県

資料：「平成 25年度沖縄県市町村民所得」沖縄県（2016（平成 28）年６月３日公表）
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 4.4 基地の概況

			県内の 32箇所の米軍施設のうち、７箇所が本市に所在しています。

　■本市には、県内の 32箇所の米軍施設のうち７箇所が所在しており、米軍専用施設・
区域及び自衛隊基地は 663.2ha となっています。

表　米軍専用施設 ･区域及び自衛隊基地面積

資料：「沖縄の米軍及び自衛隊基地 (統計資料集 )」沖縄県 (2016( 平成 28) 年３月 )

区　分 施設・区域名 字　名 面積〔ha〕

米軍専用施設・区域

キャンプ・コートニー 昆布、天願、宇堅 133.9
陸軍貯油施設 栄野比、昆布、天願、川崎 72.0
嘉手納弾薬庫地区 栄野比、石川山城、石川楚南 187.7
キャンプ・マクトリアス 川崎、西原 37.9
天願桟橋 昆布 3.1
ホワイト・ビーチ地区 勝連平敷屋、勝連内間 156.8
津堅島訓練場 勝連津堅 1.6

自衛隊機地

那覇駐屯地浮原島訓練場 勝連比嘉 25.4
海上自衛隊沖縄基地隊 勝連平敷屋 8.7
陸上自衛隊勝連高射 勝連平敷屋、勝連内間、 19.2
教育訓練場 勝連平安名
海上自衛隊沖縄基地隊 天願、昆布 160.9
具志川送信所

合　計 663.2

【米軍基地内のイベント】
①フリーマーケット
　■キャンプ ･コートニー (天願 )
　　・毎月、第２･４･５週の土曜 ･日曜日　午前７時～午前 10時まで

②クリスマスフェスト
　■キャンプ ･ コートニー ( 天願 ) では、毎年、基地内でクリスマスフェストを開催

しています。普段は入ることができない米軍基地内に一般の人が入ることができ
る機会になっています。
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５．うるま市の観光の現状と動向
 5.1 地域資源

　自然、文化、農水産物、離島の風景など、多様な地域資源を有しています。

　■自然、景観、歴史、文化・芸能、祭り・イベント、健康・運動、体験、特産・食、宿泊、
産業、うるま市の人々など、本市ならではの多様な地域資源があります。

表　分野別地域資源の概要（1/3）
分　野 概　　要

①
自
然

■マリンレジャーに適した「海」をはじめ、「山」、「離島」など多様な自然環境を有しています。
　◎北部には標高 204ｍの石川岳がそびえ、山麓は東側に緩やかに傾斜して台地、低地、金

武湾へと続く丘陵地から海までの多様な地形が一つの市の中に凝縮されており、このよ
うな地形を基盤とした多様な自然環境がみられます。

　◎本島東海岸に位置するため、マリンスポーツ (ダイビング、フライボード、ガラスボート、
ウインドサーフィン、カイトサーフィン、釣り等 )、のんびり ･くつろぎ (離島 ･穴場
的ビーチ )、眺める (青い海、潮風、朝日、海からの島の眺め )等、観光客のニーズが
高い海資源が豊富にあります。

　◎勝連半島 ( 与勝半島 ) の先には８つの島々があり、神秘の島 ( アマミチュー、シルミ
チュー )、癒しの島 (島スパ、ＡＪリゾートアイランド、浜比嘉島リゾート )、エネルギー
の島 (平安座島の沖縄石油基地 )など、様々な特徴を有しています。

　◎県内で唯一の自然林を活用した営利公園であるビオスの丘があります。

②
風
景

■風景には、うるま市ならではの「絶景」をはじめ、「朝日、星空」や「特徴ある通り」等があり
ます。

　◎与勝半島と平安座島を結ぶ東洋一の長さを誇る全長 4.7kmの海中道路があります。海
上の浅瀬を埋め立てた堤防と橋からなる海中道路は、「海上を走る滑走路」や「あやはし
(美しい橋 )」とも呼ばれ、海、島々、半島に囲まれた風光明媚な風景が広がっています。

　◎果報バンタ (別名幸せ岬 )や高台、公園、川からの風景など、多様な自然環境が織りな
す絶景を見ることができます。

　◎金武町、恩納村との境界の沖縄本島最狭部にそびえる石川高原展望台からは、東シナ海
と太平洋が一望できます。

　◎小さな島々からなる島しょ地域などには、農村や漁村、赤瓦の住居やサンゴの石垣といっ
た集落など、沖縄の古くからの暮らしの風景がみられます。

　◎本島東海岸ならではの朝日パワーを浴びることができる朝の資源、島しょ地域で見る満
天の星空、勝連城跡から見る夜景と星空、海中道路のライトアップ、電照菊による光等
の夜の景観資源があります。

　◎３月に咲くイッペー通り (約 300 ｍの沿道植栽 )、石川山城のサワフジ通りなど、独特
の通りの景観があります。

③
歴
史

■世界遺産に登録された「勝連城跡」をはじめとして、沖縄県内でも有数の歴史資源を数多く
有しています。

　◎グスク (勝連城跡、伊波城跡、安慶名城跡 )、遺跡 (アマミチュー、シルミチュー )、歌
碑など、琉球の歴史のキーワードがある地です。

　◎うるま市の歴史を伝える資料館 (石川歴史民俗資料館、海の文化資料館、与那城歴史民
俗資料館等 )があります。
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	表　分野別地域資源の概要（2/3）
分　	野 概　　要

④
文
化･

芸
能

■エイサー、ハーリー、獅子舞などが今でも引き継がれ残されています。
　◎うるま市エイサーは、各地域それぞれに独自の衣装・踊り・掛け声など特色を持つ伝統

が受け継がれており、県内でも特にエイサーが盛んな地域です。
　◎桃原ハーリー (桃原漁港内 )、平安座ハーリー (平安座南港内 )、屋慶名ハーリー (屋慶

名港内 )、比嘉ハーリー (比嘉港内 )、伊計ハーリー (イチュクマの浜 )、浜ハーリー (浜
漁港内 )、津堅ハーリー (津堅港内 )、平敷屋ハーリー (平敷屋漁港内 )、石川ハーリー (石
川港周辺 )などがあり、毎年６月、７月頃に開催されます。

　◎毎年９月に開催される全島獅子舞フェスティバルは、全国から数団体を招待し勇壮な演
武が披露されます。具志川地域には、昔、獅子が住んでいたという獅子山(シーシヤマー)
があり、７つの字で獅子舞が保存されています。

　◎市内の中高校生が出演する「肝高の阿麻和利」(沖縄伝統芸能である組踊をベースに、現
代音楽とダンスを取り入れて勝連城 10代目城主阿麻和利の半生を描いた現代版組踊 )
が 1999( 平成 11) 年度から公演されています。

⑤
祭･

イ
ベ
ン
ト

■うるま祭り、うるま市エイサーまつり、あやはし海中ロードレース大会、うるま市産業ま
つり、闘牛大会をはじめとして、多くの祭り ･イベントがあります。

■また、2012( 平成 24) 年度より沖縄振興一括交付金事業を活用し、イチハナリアートプロ
ジェクト、龍神の宴、暮らしにアート等のイベントにも取り組んでいます。

　◎牛と牛が戦うタイプの闘牛が盛んに行われており、年間 20回を超える闘牛大会がうる
ま市石川多目的ドームで開催されています。また、春・夏・秋に開催される県内最大規
模の全島闘牛大会もうるま市において開催されています。

　◎龍神の宴は、冬季における観光誘客を目的として毎年 12月に石川多目的ドームで開催
しています。沖縄県内外、海外で活躍するアーティストや芸能団によるステージは、毎
年盛り上がりを見せています。

　◎あやはし海中ロードレースは、約 8,500 人が参加する県内でも有数のマラソン大会です。
　◎キャンプ・コートニーでは、普段は入ることができない米軍基地内でクリスマスフェス

トやフリーマーケットが行われており、地元住民のみならず最近は観光客にも好評を博
しています。

⑥
健
康･

運
動

■韓国プロ野球球団の春季キャンプ地となっているほか、知名度のある元サッカー日本代表
高原氏が代表を務めるスポーツクラブ「沖縄ＳＶ」の拠点となるなどスポーツが盛んなまち
です。

　◎沖縄総合事務局では、スポーツを基軸に産業振興、地域振興を目指す「うるま市 ･金武
町企業立地推進協議会」とともに、産学金官が連携してスポーツ産業の集積による地域
活性化を図る目的で、2016( 平成 28) 年２月に「スポーツ産業イノベーションフォーラ
ム in うるま市」を開催しました。

　◎運動施設（具志川総合運動公園、石川野球場等）も整備されており、スポーツのイベント
やレジャーを観光資源として生かすスポーツ観光としてのポテンシャルも有していま
す。

⑦
体
験

■「観光商品開発流通促進事業」では、通過型から着地型への転換、地域の素材や人材を活用
した体験プログラムの開発、閑散期の誘客底上げ等に向けて、『食』、『伝統 ･文化』、『歴史』、
『くらし』、『いやし･自然』、『スポーツ･レジャー』　をテーマとした体験メニューを造成し、
(一社 )うるま市観光物産協会を窓口として、2016( 平成 28) 年から本格的に販売を開始
しています。

■うるま農場やビーグ工房、ビオスの丘、石川少年自然の家等の民間や他機関が所管する施
設においても、体験メニューが提供されています。
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表　分野別地域資源の概要（3/3）
分　	野 概　　要

⑧
特
産･

食

■県内屈指の農業都市として、多彩な農 ･畜 ･水産物の恵みを有しています。これらの食材
を提供する「うるま市農水産業振興戦略拠点施設」の整備を 2018( 平成 30) 年春の完成を
目指して進めています。

　◎もずくの生産量は日本一を誇り、もずく酢のほか、天ぷらやコロッケ、加工品も多く生
産されています。毎年４月の第３日曜日には「もずくの日」のイベントが開催されます。

　◎うるま市の特産品として、ブランド豚肉美ら海豚、沖縄ミーバイ（ヤイトハタ）、スギ、
真鯛、もずく、黄金イモ、山城茶、照間ビーグ、オクラ、やまいも (やまんむ )、小ギク、
あまＳＵＮ (中晩生柑橘「天草」)があります。

　◎うるま市の名産品や推奨品などをホームページで紹介しており、また、主要観光施設で
あるあやはし館や勝連城跡休憩所において観光客向けのお土産を販売する等、観光客が
求める「食と土産物の提供」に向けた取り組みを進めています。

⑨
宿
泊

■市内には、ホテル 12軒、民宿 20軒など 47軒の宿泊施設が立地していますが収容人数は
約 2,000 人でそれほど多くありません。また、会社やサークル、修学旅行などの団体客対
応のホテルが少なく、今後観光客を誘致するにあたっての課題となっています。

　◎子ども達を受け入れる民泊事業にも取り組み始めています。

⑩
産
業･

教
育

■国際物流拠点産業集積地域 (中城湾港新港地区 )に指定されています。また、市民 ･事業
者が主体となった取り組みも行われています。

　◎工業団地として、中城湾港新港地区に2016(平成28)年３月現在197社が立地しており、
金属加工業、食品加工業、建築資材卸売業、半導体製造業等、これまで沖縄県に立地し
ていない新たな分野の事業が展開されています。

　◎日本とアジアを結ぶリゾート＆ＩＴ戦略拠点となる「沖縄ＩＴ津梁パーク」が整備されて
います。

　◎商業では、大型店舗の進出により周辺市町村からの利用客は増加しているものの、既存
の零細企業の集客力は落ち込んでいる状況です。

　◎廃校となった伊計小中学校の校舎を利用して、旧来の教育システム・教育方針を変える
新しい形のネットの高校「Ｎ高等学校」が 2016( 平成 28) 年４月に開校しました。
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あやはし海中ロードレース大会

にーびち余興王決定戦

地域キャラクター

ビオスの丘

果報バンタ

イチハナリアート

肝高の阿麻和利

闘牛大会

ワイトゥイ

海中道路①

エイサーまつり

全島獅子舞フェスティバル

龍神の宴

宇堅ビーチ

海中道路②

第2章

29



山城紅茶

シーカヤック体験

シルミチュー

津堅にんじん

勝連城跡ヨガ体験

勝連城跡

サイクリング体験

アマミチュー

仲原遺跡

浜比嘉島の集落 ぬちまーす もずく
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 5.2 宿泊施設

			比較的多くの宿泊施設があるものの、収容人数は多くなく、団体客対応の宿泊施設
が少ない状況です。
　一方で、子ども達を受け入れる民泊の取り組みを行っています。

　■本市にはホテルが 12軒、民宿が 20軒、ペンション・貸別荘が 10軒、その他施設※

が５軒あるものの、2016( 平成 28) 年現在の収容人数は 1,976 人でそれほど多く
はありません。

　■修学旅行生等の民泊受け入れを行っており、受け入れ数は増加しています。
　　※その他施設にはドミトリー・ゲストハウス、ウィークリーマンション、団体経営施設、ユースホステルを含む。

資料：「平成 27年版観光要覧」沖縄県 (2016( 平成 28) 年 8月 )

【民泊の取り組み】
■本市の魅力を発信し、滞在型の観光振興に繋げる取り組みとして、合同会社禮之会
が中心となり、2014( 平成 26) 年４月から修学旅行生の民泊の受け入れを始めま
した。2014( 平成 26) 年度は約 7,000 人、2015( 平成 27) 年度は約 14,000 人の
受け入れを行いました。

■民泊では『自然』体験 ( 畑・漁業・養鶏 ) をはじ
め、郷土料理 ･お菓子作り (沖縄料理 ･サータア
ンダギー等 )、『芸能』( 三線 ･ 琉球舞踊 ･エイサ
ー等 )、『文化』体験 (貝殻アート、フォトフレー
ム作り、島ぞうり作り等 )が体験できます。また、
米軍基地やホワイトビーチ軍港、軍関連施設等を
抱え、うるま市石川にある宮森小学校はジェット
機墜落事故が起きた地でもあり『平和学習』も身
近にできます。さらに、『歴史』教育として世界
遺産の勝連城跡や国指定の縄文時代の遺跡である
仲原遺跡のほか、伊計ビーチ ･浜比嘉ビーチ等で
のマリンスポーツも満喫出来る自然豊かな環境を
有しており、「沖縄の縮図」といわれる魅力あふ
れる体験ができる地域です。

写真：合同会社禮之会ホームページ
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 5.3 観光入込客数

　2015( 平成 27) 年度には、約 174万人が本市を訪れたと推計されます。

　■本市内において、2006( 平成 18) 年度以降、継続的に来場者数を把握している「世
界遺産勝連城跡 (休憩所 )」と「あやはし館」の観光入込客数を整理しました。

　■「世界遺産勝連城跡 (休憩所 )」と「あやはし館」の来場者数の合計は、2006( 平
成 18) 年度は約 31 万 2千人でした。その後増減を繰り返し、2015( 平成 27) 年
度の来場者数は約 33万 8千人となっています。

　■「第１次うるま市観光振興ビジョン」(2007( 平成 19) 年３月 )では、2006( 平成
18) 年度における市内の観光入込客数を、市内主要施設の年間入込客数 (推計値 )
から 130万人程度※1 と想定しています。

　■これを参考に下記の考え方で 2015( 平成 27) 年の観光入込客数を推計すると、約
174万人が本市を訪れたと推測されます。

　　　※ 1：「第１次うるま市観光振興ビジョン」では、観光入込客数を 120万人ないし 130万人と想定しています。

資料：「入域者統計‐うるま市観光の推移‐」うるま市ホームページ

① 2006( 平成 18) 年度の「世界遺産勝連城跡 (休憩所 )」と「あやはし館」の来場者
数の合計 (321,245 人注) と市内観光入込客数 (130 万人 ) の比率 24.7% で、観光
入込客数が推移していると仮定します。⇒ 2015( 平成 27) 年度は、約 136万８千
人と推計されます。

　　注）勝連城跡休憩所は、2006( 平成 18) 年５月開所であるため、４月分の来場者数を 2006( 平成 18) 年度
来場者数の月平均 8,552 人と仮定し、312,693 人に加算 (312,693 人 +8,552 人 =321,245 人 )。

②「第１次うるま市観光振興ビジョン」で 2006( 平成 18) 年度の年間入込客数を推
計する際の市内主要施設に含まれていない下記の施設やイベントは、入込客数が多
く本市の主要観光資源となっています。このため、①で推計した 2015( 平成 27)
年度の入込客数に下記の施設 ･イベントの入込客数を加算し、本市の観光入込客数
(推計値 )とします。

　　⇒ 136万 8千人＋ 23万人＋ 9万人＋ 5万 5千人＝ 174万 3千人
　・「ビオスの丘」：2015( 平成 27) 年度には、約 23万人が訪れています。
　　　　　　　　　　　　※ 2006( 平成 18) 年度には来場者数は計上されていません。

　・「ぬちまーす」：2015( 平成 27) 年度には、約９万人が訪れています。
　　　　　　　　　　　　※ 2007( 平成 19) 年度に本社工場を宮城島に移転しました。

　・「各種イベント」：2015( 平成 27) 年度には、約５万５千人が訪れています。
　　　　　　　　　　　　※ 2012( 平成 24) 年度に創設された沖縄振興特別推進市町村交付金等を活用した
　　　　　　　　　　　　　「各種イベント (イチハナリアート、龍神の宴等 )」が開催されています。
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 5.4 市民 ･ 観光関連事業者の意向

（1）市民の意向

　観光への期待は大きいものの、最近 10年間の観光振興を実感していない人も一定
の割合で存在していました。自然や景観の活用と保全、宿泊施設や飲食店の充実を
望む人の割合が高くなっていました。

　■「平成 27年度	うるま市新観光ビジョン策定事業委託業務　業務報告書」(2016( 平
成 28) 年 3月 ) より、市民アンケート調査の結果を整理しました。

　　◇調査対象者：20歳以上のうるま市民から無作為抽出した 4,000 人
　　◇回収集：583通 ( 回収率 14.6%)
　　◇実施日：2016( 平成 28) 年３月

1）うるま市における観光産業の発展に対する期待
　■約７割の市民が、うるま市の観光産業の発展に期待しています。
　■「非常に期待している」、「期待している」と回答した人のコメントには、観光資源の

豊富さや自然の豊かさ、景観の素晴らしさ (西海岸にはない東海岸の景観 )を挙げ
るものが多く、雇用の増加や地域の活性化を望む声も目立ちました。

　■「期待していない」、「全く期待していない」と回答した人のコメントには、ここ 10
年間に変化が見られなかったから今後も期待できない、地域の独自性 (“うるま市”
というイメージがない )や目玉になる観光スポットがないといった理由のほか、今
のままが良い (静かなうるま市が好き )という声もありました。
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2）県外の人に勧めたい地域資源
　■県外の人に勧めたい地域資源は、「勝連城跡」が最も多く、次いで「海中道路」、「エ

イサー」、「闘牛」となっています。
　■「その他」の回答として、「宇堅ビーチ」「ミニミニ動物園」「ビーグ」「平和学習の取り

組み（宮森小ジェット機墜落事件）」「伊波城跡」などが挙げられました。

3）観光振興の結果として期待すること
　■６割以上の市民が「観光消費による産業活性化、雇用増」に期待しています。
　■次いで「地域に賑わいが生まれる」が 55%、「新たなビジネスチャンス」が 36%、「行

政サービスの充実」36%、「歴史 ･文化資源の保持活用」が 33%となっています。
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4）観光振興が進むことにより心配される影響
　■観光振興により心配される影響は、「交通渋滞や路上駐車など、交通環境の悪化」

と「騒音やごみの増加により住環境が損なわれる」に回答が集中しています。

5）観光振興への関わりについての現状と意思
　■観光関連事業者以外の人で、どのような観光に関わっているか、またはどのような

ことで観光に関わっていきたいかについては、「環境美化」が最も多く 44%、次い
で「祭事などへの参加」が 38%、「情報や魅力の伝達」が 33%、「来訪者とのふれ合い」
が 27%となっています。
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（2）観光関連事業者の意向

		現在抱えている課題として人材不足 ･人材育成が挙げられたものの、市の観光振興
のためにサービスの提供や情報発信により貢献できる事業者が多く見られました。
また、市に期待することとして観光の強化、市全体のＰＲなどが挙げられました。

　■「平成 27年度	うるま市新観光ビジョン策定事業委託業務　業務報告書」(2016( 平
成 28) 年３月 )より、観光関連事業者ヒアリング調査の結果を整理しました。

1）県外観光客 ･外国人観光客の占める割合
　■各業種で、全体の来訪者のうち「県外観光客 ･外国人観光客」が占める割合が特に高

いのは、宿泊関連と食品製造関連でした。食品製造関連は、工場見学などの体験プ
ログラムを有している事業者がいるため県外観光客が占める割合が高くなったもの
と考えられます。

◇調査対象者：旅行業（旅行代理店等）、宿泊業（観光ホテル等）、飲食業、運
輸業（バス会社、タクシー会社等）、製造業（名産品、お土産
製造等）等の観光関連事業者

◇聞き取り数：30事業者
◇実施日：2016( 平成 28) 年３月
　※集計方法
　　□各事業者への対面方式によるヒアリングで情報を収集しているため、定

量的な数字を把握できていない項目もあります。
　　□この場合は、聞き取り内容のキーワードをカテゴリー分けして、そのカ

テゴリーごとに回答事業者数を集計しました。
　　□また、観光客の割合について定性的な回答の場合は、「ほとんど、大半」

を９割、「多い」を７割、「少ない」を３割、「ほとんどない」を１割と
考え集計しました。
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2）現在抱えている課題
　■現在抱えている課題として、1/3 の事業者が人材不足、人材育成などの「人材」に

関する課題を挙げています。また、1/5 の事業者が地元客の取り込みなどの「集客」
に関する課題を挙げています。

　■その他として、インターネット環境不足、販路拡大、安全対策、外国人観光客対応
等が挙げられています。

3）うるま市の観光振興のためにどのような貢献ができるか
　■約４割の事業者が、各観光関連事業者の本業である「良質な商品、サービスの提供」

によって、うるま市の観光振興に貢献できると考えています。
　■また、約３割の事業者が「情報発信や誘客」によって、うるま市の観光振興に貢献

できると考えています。
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4）観光振興に向けてうるま市へ期待すること
　■観光資源の発掘や専門部署の設置などの「観光の強化、誘客」に関してうるま市に

期待している事業者が最も多い状況です。次いで、市全体のプロモーション、情報
発信などの「市全体のＰＲ」、宿泊施設に関する「宿泊施設を増やす」に関してう
るま市に期待している事業者が多い状況です。

　■その他のうるま市への期待として、補助金 ･助成金、他市町村との連携などが挙げ
られています。

5）観光振興に向けて (一社 )うるま市観光物産協会へ期待すること
　■市全体のプロモーション、情報発信などの「情報発信」に関して、(一社 ) うるま

市観光物産協会に期待している事業者が多い状況です。
　■その他の (一社 ) うるま市観光物産協会への期待として、観光と他産業との連携、

あやはし館の改善、観光関係者間の情報交換 ･交流などが挙げられています。
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 5.5 観光客の現状

	 	うるま市自体の認知度が低く、市内の地域資源の認知度も海中道路、勝連城跡、伊
計島、ビオスの丘、エイサー以外は２割以下と低い状況です。
		うるま市の観光に望むものは、「自然」、「のんびりとした時間を過ごす」、「特産品 ･
加工品」などが上位に挙げられています。

　■本ビジョンを検討するにあたり実施した観光客アンケートより、観光客の特性を整
理しました。

（1）沖縄県内で来訪したことのある市町村
　■県外在住で沖縄県に旅行したことがある人のうち、うるま市に来訪したことがある

人は約 14%です。県内の主な市町村の中でも、来訪割合は低い状況です。

◇調査対象者：18歳以上の県内外の観光客
◇調査方法：ＷＥＢ調査
◇調査人数
　・事前調査 (調査対象者の絞り込み )：20,153 人
　・本調査：1,030 人
　　①県外在住で３年以内にうるま市に来訪経験がある人：309人
　　②県外在住で沖縄県には来たがうるま市は来訪していない人：309人
　　③県内在住で３年以内にうるま市に来訪経験がある人：309人
　　④県内在住でうるま市への来訪経験がない人：103人
◇実施日：2016( 平成 28) 年 11月
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（2）沖縄県とうるま市への来訪目的
　■県外観光客が沖縄県に来る目的は、「観光地巡り」が最も多く 85%、次いで「沖縄

料理を楽しむ」が 35%、「海水浴 ･レジャー」が 32%です。
　■このうち、うるま市への来訪経験者にうるま市への来訪目的を尋ねたところ、最も

多いのは「観光地巡り」(74%) で、沖縄県への来訪目的と同じでしたが、次いで「ド
ライブ」(27%) が挙げられているのが特徴です。また、「市区町村内の散策」が沖
縄県への来訪目的よりも高い割合を示していることも特徴として挙げられます。

　■一方、「海水浴」、「ダイビング」、「離島巡り」などが沖縄県への来訪目的よりも低
い割合となっており、うるま市の「海」や「離島」が来訪目的として弱いことが伺
えます。
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（3）同行者
　■県外観光客でうるま市への来訪経験がある人の同行者は、「夫婦」(21.9%) が最も

多く、沖縄県来訪者との違いが出ています。一方、「子ども連れ家族」(13.7%) の
割合が低い状況となっています。

（4）沖縄県内の旅行で興味 ･関心のあるもの、実際行ったことのあるもの
　　（県外観光客でうるま市への来訪経験がある人 )
　■沖縄県内の旅行で関心が高いものは、「グルメ」･「自然 ･海」を楽しむが 88%、次

いで「歴史に触れる」(75%)、「ゆっくりと保養 ･癒しを楽しむ」(72%) となって
います。

　■沖縄県内の旅行で“興味 ･関心がある”ものの、“実際に行う”ことができなかっ
たものとして差が大きいのが「イベントを楽しむ」で、半数以上が行っていない状
況となっています。
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（5）うるま市に行ったことがない理由 (県外観光客でうるま市への来訪経験がない人 )
　■うるま市に行ったことがない理由は、「何があるか知らないから」が最も多く 42%、

次いで「行くきっかけがない」(35%)、「“うるま市”を知らない」(23%)、「情報
が少ない」(22%) となっており、県外観光客に対する、うるま市自体の認知度、う
るま市の地域資源の情報発信不足が伺えます。

（6）うるま市内における宿泊数 (県外観光客でうるま市への来訪経験がある人 )
　■沖縄県の調査 (2015( 平成 27) 年度 ) によると、沖縄県内での宿泊数は３泊が最も

多く、平均宿泊数は 2.7 泊となっています。
　■県外観光客でうるま市への来訪経験がある人のうち、うるま市内で宿泊した人は３

割となっており、平均宿泊数は 0.6 泊となっています
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（7）沖縄県内で立ち寄った観光地 (県外観光客でうるま市への来訪経験がある人 )
　■県外観光客でうるま市への来訪経験がある人が立ち寄った県内の観光地で、最も多

いのが「沖縄美ら海水族館」で 76%、次いで「国際通り」が 66%となっています。
　■うるま市への来訪経験者に対する設問であるものの、「海中道路」が 25%、「勝連城

跡」が 17%、「ビオスの丘」が 15%と他の観光地より低い状況となっています。
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（8）うるま市の地域資源の認知度及び関心度のＧＡＰ
　　(県外観光客でうるま市への来訪経験がある人 )
　■市内の地域資源の認知度は、「海中道路」や「勝連城跡」に関するものでも約 40%

であり、全体的に低い状況です。また、認知度の高い地域資源は「海中道路」、「勝
連城跡」、「伊計島」、「ビオスの丘」に関連するものに限られています。

　■「認知度」が低いと「関心度」も低くなっており、まずは市内の地域資源を知って
もらうことが重要であることが伺えます。
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（9）うるま市の観光の満足度 (県外観光客でうるま市への来訪経験がある人 )
　■うるま市の観光に関する満足度は、「観光施設」は 81%、「宿泊施設」は 27%、「食事」

は 69%、「お土産」は 62%、「海の美しさ」は 84%、「景観」は 95%の人が、大変
満足またはやや満足と回答しています。

　■一方で、うるま市の観光施設などを利用 ･体験しなかった人も見られ、「観光施設」
を利用しなかった人は 14%、「宿泊施設」を利用しなかった人は 71%、「食事」を
しなかった人は 23%、「お土産」を購入しなかった人は 28%、「海」を見なかった
人は 13%でした。
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（10）うるま市での一人あたり消費額 (県外観光客でうるま市への来訪経験がある人 )
　■うるま市での一人あたり平均消費額は、宿泊費が 2,413 円、交通費が 1,778 円、
土産 ･買物費が 2,826 円、飲食費が 3,030 円、娯楽 ･入場費が 2,235 円、その他
費用が 773円となっています。

　　		注）うるま市の各項目の平均消費額は、県外観光客でうるま市の来訪経験がある人（n=309）を対象とし、
各選択肢の回答割合を選択肢の中間値 (例えば 2,000 円以内が選択された場合には、その前の選択肢で
ある 1,000 円との中間値の 1,500 円 ) に乗じて合計した値です。

（11）うるま市の食に望むもの (県外観光客でうるま市への来訪経験がある人 )
　■県外観光客でうるま市への来訪経験がある人がうるま市の“食”に望むものは、「沖

縄の伝統的な料理(食文化)」が60%で最も高く、次いで「海産物のおいしさ」(37%)、
「雰囲気のよいお店」(36%)、「お土産にしたい食料品」(34%)、「うるま市を代表
する料理」(32%)、「新鮮な食材が手に入る」(30%) です。

表　県外観光客の一人あたり消費額の内訳
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（12）うるま市の観光に望むもの (県外観光客でうるま市への来訪経験がある人 )
　■県外観光客でうるま市への来訪経験がある人が“うるま市の観光”に望むものは、「豊

かな自然」が 33%で最も高く、次いで「のんびりとした時間を過ごせる場所」(31%)、
「贈答用の特産品や加工品」(26%)、「自然景観やまちなみ景観の保全」(25%)、「お
しゃれなカフェ・レストラン」(25%)、「現在のたたずまいや雰囲気を活かした観光」
(25%) となっています。
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 5.6 本市の観光振興の体制

	 	各主体が様々な取り組みを行っていますが、今後より一層の連携を図っていく必要
があります。

（1）市内の体制
　■「第 1次うるま市観光振興ビジョン」(2007( 平成 19) 年３月 ) では、観光の推進体

制として、ⅰ )うるま市、ⅱ )推進協議会 (新規設立 )、ⅲ )観光協会 (新規設立 )、
ⅳ )民間事業者、ⅴ )観光関連団体、ⅵ )市民の６つの主体を挙げています。

　■現在は、観光に係わる各主体が様々な取り組みを行っていますが、個々による活動
が多く、今後より一層の連携を図っていく必要があります。

（2）広域連携
　■「中城湾港クルーズ促進連絡協議会」、「中部広域市町村圏事務組合観光部会」(うる

ま市、沖縄市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、西原町、読谷村、北中城村、中城村 )
等、観光振興に係わる広域連携に取り組んでいます。

　■「うるま市 ･金武町企業立地促進基本計画」(2014( 平成 26) 年５月 ) では、製造関
連産業 (主に中城湾港新港地区 (特別自由貿易地域 )等の加工交易型産業、農林水
産関連産業、機械等製造産業 )、情報通信産業の他、観光 ･リゾート関連産業の立
地集積を目指しています。

主　体 取り組み

ⅰ )うるま市
◆経済部商工観光課を中心とし、観光イベント、特産品 ･伝統工芸、まつり、物産フェ
アー等、本市の観光振興に係わる取り組みを行っています。

ⅱ )推進協議会
◆うるま市観光振興ビジョンに基づく各種施策の推進及び観光振興に関し必要な事項
について協議する会として、2011( 平成 23) 年 12 月に「うるま市観光まちづくり
推進協議会」が設立されました。

ⅲ )観光協会

◆ 2011( 平成 23) 年３月に「( 一社 ) うるま市観光物産協会」が設立され、民間にお
ける観光振興の主導的な組織として、各主体と連携し、観光情報の収集 ･発信、誘
客ＰＲ活動を積極的に展開し、施策推進に向けた調整機能を果たすこととなってい
ます。

ⅳ )民間事業者

◆市内の小売業、宿泊 ･飲食 ･サービス業等の事業者が観光関連の取り組みを行って
います。

◆ 2014( 平成 26) 年９月に、まちづくり ･地域活性化、観光 ･物産 ･イベント商品
開発販売、人材育成等を行う「(一社 )プロモーションうるま」が設立されました。

◆合同会社禮之会では、修学旅行生や一般観光客の民泊受け入れを行っています
(NPO法人禮之会として、2011( 平成 23) 年２月に設立 )。

ⅴ )観光関連団体
◆うるま市商工会、漁業協同組合、沖縄県農業協同組合、うるま市闘牛連合会、うる
ま未来プロジェクトグループ (農水産業振興戦略拠点施設 )等の団体が観光関連の
取り組みを行っています。

ⅵ )市民

◆市民は、市内の祭りや観光イベント等にボランティアとして参加する他、市が主催
する人材育成セミナー等に参加することにより、観光への意識の高揚を図っていま
す。

◆ 2009( 平成 21) 年に発足したうるま市史跡ガイドの会が、世界遺産勝連城跡を中
心に市内の観光スポットの案内を行っています。

◆また、都市圏から「地域おこし協力隊」を受け入れ、うるま市の情報発信、ＰＲ等、
観光振興に繋がる活動を行っています。

表　市内の観光振興の体制
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 5.7 上位・関連計画

（1）上位計画
　■まちづくりの最上位計画である「第２次うるま市総合計画」に示された、将来像、

まちづくりの基本目標は以下のとおりです。

策定年月 2017( 平成 29) 年３月

計画期間 2017( 平成 29) ～ 2026( 平成 38) 年度

まちづくりの
重要課題

①人口減少と少子高齢化への対応　　　②健康と長寿社会を踏まえた福祉の充実
③安心して子育てができる環境づくり　④地域の特性を生かしたまちづくり
⑤安全 ･安心なまちづくり　　　　　　⑥明日を担う人づくり
⑦行財政運営の健全化　　　　　　　　⑧協働のまちづくり

基本理念

〇家庭や地域が絆で結ばれた心豊かなまち
〇自然を生かした美しいまち
〇人や自然にやさしい住みよいまち
〇教養を高め歴史・文化を生かした魅力あるまち
〇働く人々と産業に活気がある元気なまち

将来像 愛してます	住みよいまち	うるま

まちづくりの
基本目標

１．みんなで支えあう健やかなまちづくり（保健・医療・福祉）
■すべての市民が生涯にわたって健康に恵まれ、明るく生き生きとした生活を送ることが
できるまちを目指します。また、保険・医療・福祉サービスと地域の支えあいにより、
病気や障がい、要介護状態など支援が必要になっても安心して暮らせるまちを目指しま
す。

　◇市民一人ひとりが健康で、住み慣れた地域で自立して、豊かな生活を送ることができ
る環境づくりを推進します。

　◇みんなで困っている人を助け合い、自立を支援する環境づくりを推進します。
　◇市民の誰もが安心して暮らしていけるセーフティーネットの充実を図り、誰にでもや

さしいまちづくりを推進します。

２．子どもがいきいきと育つまちづくり（子ども・子育て）
■充実した子育て環境の中で、未来を担う子ども一人ひとりが個性や創造力を伸ばし、社
会の一員として自立していけるまちを目指します。また、夢と希望をもって子どもを産
み育てることができ、すべての子どもたちが健やかに育つことを社会全体で応援するま
ちを目指します。

　◇待機児童の解消や子育て世帯の相談支援など、安心して子どもを産み育てることがで
きるまちづくりを推進します。

　◇子どもと子育て世帯のための健康・保健の充実や子どもの居場所づくりなど、子ども
の育ちを見守る環境づくりを推進します。

３．まちの活力を生み出す産業づくり（経済）
■うるま市の誇る農水産物、歴史・文化、自然環境などの地域資源や地理的特性などを生
かし、活力に満ちた経済活動 (農水産業、観光、商業、工業など )が展開され、多様な雇
用の機会をつくりだすまちを目指します。

　◇豊かな自然環境や農業基盤を生かした農水産業の振興に向けた取り組みを推進します。
　◇魅力ある自然環境やエイサー・闘牛・獅子舞等の伝統文化を活用した観光振興を推進

します。
　◇地域活性化を図るため、企業誘致の推進や地場産業の育成に向けた取り組みを推進し

ます。
　◇中小企業の振興を図るため、中小企業と行政が連携し、経営の安定・向上に向けた取

り組みを推進します。

表　第２次うるま市総合計画の概要 (1/2)
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まちづくりの
基本目標

４．自然と調和した快適で暮らしやすいまちづくり（都市基盤・環境）
■自然と調和した住環境の整備や計画的な土地利用を推進するとともに、美しい景観と環
境に配慮した都市空間の形成を目指します。併せて、道路や公園、公共交通、上下水道
など質の高い都市基盤の整備を進め、安全で快適な暮らしやすいまちを目指します。

　◇都市基盤の計画的な整備を進めるとともに、効率的・効果的で持続可能なまちづくり
を推進します。

　◇自然や歴史・文化を生かし、地域住民が主体となった景観づくりを推進します。
　◇地球環境に負荷の少ない循環型社会の構築や、海や河川等の水質保全など自然環境の

保全を図り、自然環境にやさしいまちづくりを推進します。

５．郷土に誇りをもち未来を拓く人づくり（教育・文化）
■未来を拓く人材を育成するため、「学校の力」「家庭の力」「地域の力」を発揮し、未来を担
う子どもたちが「生きる力」を身に付け、高い志を持てる人づくりを目指します。また、
すべての市民が生涯学習やスポーツを通し、生きがいのある心豊かな生活を送ることが
できるまちを目指します。先人の残した歴史・文化遺産を大切に保護し、それを活用す
るとともに、その歴史・文化遺産を次代へ継承していけるまちを目指します。

　◇子どもたちの生きる力の基盤として、「確かな学力」の向上や豊かな心・健やかな体を
育み、意欲を育てる教育の充実に向けた取り組みを推進します。

　◇教育施設・設備などの教育環境整備を推進します。
　◇市民のスポーツに対する関心を高め、その普及・振興のため、スポーツ環境の整備を

図るとともに、スポーツ団体等の育成に向けた取り組みを推進します。
　◇文化遺産を次代へ継承するため、伝統文化及び芸能の保存・継承を推進します。

６．市民と行政が一体となった協働によるまちづくり（行財政・コミュニティ）
■市民の創意と意欲をまちづくりに最大限に生かすため、市民と行政がパートナーとして
の役割と責任を果たしながら、個人・地域・行政がお互いを補完し合う、共に築き上げ
るまちを目指します。

　◇火災や事故、大規模災害等に対する備えと対策を進め、市民の命を大切に守る災害に
強いまちづくりを推進します。

　◇効率的・効果的な行政サービスの提供を図るため、行政経営マネジメントを推進します。
　◇市政情報の積極的な発信と共有を図り、市民の市政への関心を高めるとともに、市民

や地域コミュニティと協働によるまちづくりを推進します。

表　第２次うるま市総合計画の概要 (2/2)
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（2）関連計画
　■本市では、下記のとおり観光振興に係わる関連計画を策定しています。

関連計画〔策定年月〕 概　要

第１次うるま市
観光振興ビジョン
〔2007(H19) 年３月〕

◆うるま市総合計画の基本理念と将来像の実現に向けて、訪れる人にとっ
ても、住んでいる人にとっても魅力ある観光まちづくりを振興する観光
分野の個別計画。

◆うるま市観光の基本理念：『訪れて感動 ･住んで自慢のまち ･うるま』
◆うるま市観光の基本方針
　①うるまならではの感動が得られる観光づくり
　　：うるまブランドの確立、滞在 ･体験型観光地づくり、観光プログラ

ム ･イベント開発と再構築
　②観光特産品や食の開発と関連産業の活性化
　　：うるまブランド商品の開発、観光関連産業の活性化
　③感動と自慢の観光情報づくり
　　：観光のうるまイメージの形成、PR･ 情報発信機能の強化
　④雰囲気のある空間と機能を備えた観光都市づくり
　　：観光都市としての雰囲気づくり、アクセスと案内機能の充実
　⑤ホスピタリティの向上と観光推進体制の確立
　　：ホスピタリティとサービスの向上、観光推進体制の確立

うるま市都市計画
マスタープラン
〔2010(H22) 年３月〕

◆土地利用、道路 ･公園等の都市施設の配置、市街地の整備など、総合計
画の都市計画に関する個別計画。

◆将来都市像：『人 ･自然 ･歴史文化の調和する、活力のある都市』
◆都市づくりの基本目標
　①４つのまちがひとつになり、人々が交流し活気に満ちたまち
　②にぎわいや豊かな環境があり、快適さや安心が持続するまち
　③地域の暮らしや歴史 ･文化が脈々と引き継がれるまち

うるま市
まち ･ひと ･しごと創生
総合戦略
〔2016(H28) 年３月〕

◆人口減少克服と地方創生という課題に対し、地方が抱える問題を解決す
るための具体的な施策をまとめた「まち ･ひと ･しごと創生法」に基づく
「地域の処方箋」。
◆観光振興に関する基本的方向：歴史 ･文化、自然、食材等の豊富な資源
を活かしたうるま市ブランドの確立、魅力の向上、観光の核となる施
設の滞留 ･ 滞在時間の延長に繋がる修繕、近隣市町村と連携した大型
MICE 施設の整備 ･クルーズ船寄港に伴う海外からの誘客 ･観光ルート
の確立等。

うるま市景観計画
〔2011(H23) 年３月〕

◆多彩で美しいうるまの景観を保全 ･創出し、将来の世代にわたり「住んで
よし、訪れてよし」の美しい景観づくりに取り組むため、市民、事業者、
行政等それぞれの主体が景観づくりを進める上で共有できる、目標や方
向性、地域の景観と調和した適正な整備・開発を誘導するルールを示し
た、市民、事業者、行政等がそれぞれの役割のもと、協働により計画的、
実効的な景観づくりを進める基本計画。

◆５つの方針
　①きづく〔地域資源の再認識〕
　　：うるまの美しい景観にきづく、身近な景観にきづく
　②まもる〔地域資源の保全〕
　　：自然、歴史 ･文化的景観をまもる、多彩な眺望景観をまもる
　③つくる〔地域資源との調和〕
　　：うるまらしさをいかした景観をつくる、シンボルとなる景観をつくる
　④そだてる〔継続、不断の取り組み〕
　　：景観づくりの担い手をそだてる、協働による景観づくりを日常的な

活動にそだてる
　⑤いかす〔資源から資産へ〕
　　：「住んでよし訪れてよし」のまちづくりに景観をいかす

表　主な関連計画 (1/3)
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関連計画〔策定年月〕 概　要

勝連城跡周辺
文化観光拠点
整備基本計画
〔2013(H25) 年 12 月〕

◆勝連城跡一帯をうるま市の文化 ･観光の拠点と位置づけ、地域活性化に
資する複合的な機能を集約させたエリアの創出、創造性に満ちた施策の
展開による勝連城跡の活用を図るための基本計画。

◆将来像：『肝高の歴史浪漫を感じる交流空間の創出』
◆基本方針：①歴史を感じる空間づくり
　　　　　　②自然を楽しむ空間づくり
　　　　　　③交流を生み出す空間づくり
◆ゾーニング：《行政主体》
　　　　　　　	①勝連城跡ゾーン (史跡指定区域を中心としたゾーン )
　　　　　　　	②拠点ゾーン (ユビタを中心とした周辺一帯のゾーン )
　　　　　　　	③景観連携軸
　　　　　　　《民間活力による誘導・連携》
　　　　　　　	①観光誘導ゾーン (店舗、民泊など宿泊機能の誘導を図る

ゾーン )
　　　　　　　	②景観連携ゾーン (良好な景観の保全育成を図るゾーン )
　　　　　　　	③まちなみ保存エリア

うるま市
農水産業振興戦略
拠点施設事業実施
計画書
〔2014(H26) 年 10 月〕

◆本市の農水産物に特化した農水産物直売所、加工施設、飲食施設等の複
合機能を有機的に連動させ、スケールメリットを活かした需要喚起とさ
らなる供給拡大の相乗効果を図り、本市生産品のブランド化による販路
拡大、地産地消、地産外商、６次産業化を推進し、経営耕作地及び生産
量の拡大、担い手の確保 ･育成など、第一次産業の持続 ･振興的な発展
に寄与することを目的とした施設整備事業。

◆基本理念：「食」を通じてうるま市を元気にする(うるま市成長のエンジン)
◆基本方針：①やりがいと収入が連動し、次世代が積極的に参入する農水

産業の実現
　　　　　　②農水産業の六次化推進とブランド力強化によるうるま市産

業の活性化
　　　　　　③農水産物による賑わいと地域コミュニティの創出
　　　　　　④豊富な農水産物を活かした観光客の誘客と周辺観光地との

連動、
　　　　　　⑤地元農水産物の魅力を集積し、スケールメリットを活かし

た地産地消の推進

東海岸開発基本計画
〔2011(H23) 年３月〕

◆「与那城町東海岸開発構想策定事業調査報告書」(2002( 平成 14) 年 ) を
基本とし、藪地島、屋慶名地域を中心とした開発 ･活性化構想から具現
化可能なものを中心に再検討した基本計画。

◆テーマ：誇り高き神秘の島と躍動するあやはしのまち
　　　　　～ゆったりと自然 ･歴史 ･文化を楽しむ東海岸づくり～
◆目標：①海、空、太陽を満喫する誇り高き島づくり
　　　　②ゆったりと安心できる交流空間づくり
　　　　③東海岸地域の歴史 ･文化 ･自然を体験するまちづくり
◆施策方針
　施策方針Ⅰ：ジャネーガマ周辺整備による藪地島パワースポットを体験

できる空間づくり
　施策方針Ⅱ：藪地島キャンプ場整備による藪地島の自然 ･歴史 ･文化の

体験型観光づくり
　施策方針Ⅲ：屋慶名港周辺整備による水上 ･陸上の交通拠点づくり
　施策方針Ⅳ：屋慶名通り (ＨＹ通り )周辺整備によるゆったり安心でき

る交流空間づくり
　施策方針Ⅴ：屋慶名 ･藪地島を中心とした東海岸地域へ誘い込むＰＲや

魅力づくり

表　主な関連計画 (2/3)
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関連計画〔策定年月〕 概　要

石川イベント公園機能
強化調査事業報告書
〔2014(H26) 年３月〕

◆石川イベント公園 (通称「石川多目的ドーム」)を利活用した新規観光イ
ベント等の創出と施設機能を最大限に発揮するための強化策について調
査検討した報告書。

◆コンセプト：『石川イベント公園のテーマパーク化』
◆対象施設周辺の機能配置イメージ：
　①対象施設：イベント関連機能 (駐車場 ･物販など )
　②対象施設周辺：駐車場 (多目的広場 )及び植栽による色彩の演出
　③幹線道路：沿道の修景
◆市内連携の展望：
　①観光資源とみどりのネットワーク化：・対象施設は、うるま市の玄関

口ともいえる沖縄自動車道石川インター近くに立地しているため、観
光客の誘客によりうるま市を縦断する観光客の流れをつくりだす

　②公共交通アクセスの確保：市民の利用が増加することを想定して、公
共交通網の拡充が望まれる。

うるま市金武湾～海中道路に
おける海洋性リゾート空間形
成事業調査報告書
〔2013(H25) 年 12 月〕

◆金武湾～海中道路及び島しょ地域にかけたエリアはうるま市の観光振興
を図る上で重要なエリアであることから、自然特性や地域資源を生かし
た「うるま市ならでは」のリゾート空間形成を推進するための調査と、調
査結果を踏まえた戦略構築を検討した報告書。

◆事業の目的：『金武湾～海中道路周辺の地域や海浜を、観光に活かす
　～“観光のチカラ”で地域経済を活性化し、うるま市のブランド力の向上を図る～
◆対象層とそのニーズ：
　対象顧客セグメント①：「県内客」×「楽しさ」あるいは「洗練」
　対象顧客セグメント②：「県内客」×「学び」あるいは「環境」
　対象顧客セグメント③：「県外客」×「楽しさ」あるいは「洗練」
　対象顧客セグメント④：「県外客」×「学び」あるいは「環境」
◆提供する価値：『世界で最も“海・空・太陽”を満喫できる交流空間』
◆４つの分類別戦略：戦略１「広報＆関係者連携戦略」、戦略２「各種プログ
ラム戦略」、戦略３「施設整備＆産業育成戦略」、戦略４「環境戦略」

戦略的観光資源創出
報告書
〔2013(H25) 年 12 月〕

◆観光客の周遊ルートの把握、誘導サイン等の整備が必要であるとともに、
観光案内所等の拠点施設、受入体制の整備が必要である。このため、観
光客の入域ルートの現状調査及び入域ルートに点在する観光資源 (観光
地・パワースポット・絶景ポイント ･飲食店等 )の情報収集を行うとと
もに、観光拠点施設等整備の方向性を定めるために実施した基礎調査。

◆道路案内標識整備計画 ( 修正 +新設 )：①勝連城跡 38 件、②浜比嘉島
38 件、③伊計島 37 件、④中城湾港 31 件、⑤平敷屋漁港 24 件、⑥Ｉ
Ｔ津梁パーク 22件、⑦安慶名闘牛場 13件、⑧野鳥の森自然公園 11件、
⑨屋慶名展望台 17件、⑩平安座島 7件、⑪宮城島 1件、⑫藪地島 17件

◆観光資源案内看板整備計画 ( 修正 +新設 )：①石川地区 13 件、②みど
り町周辺地区9件、③与勝半島地区7件、④海中道路･浜比嘉島地区6件、
⑤宮城島・伊計島地区 8件

◆観光拠点整備の方向性
　1. 与勝周辺地区
　　①資料館等の整備
　　②物販施設の整備
　　③リピーター確保に向けた取り組みの強化
　　④グスク巡りの拠点としての機能強化
　2. 島しょ地域周辺
　　(1) 海の駅あやはし館周辺
　　　①島しょ観光の拠点
　　　②海洋性レジャースポーツの拠点
　　　③イベント等に対応可能な施設の整備
　　(2) 島しょ地域
　　　①島の駅の整備
　　　②リゾートウェディングの推進体制の強化
　3. 石川ＩＣ周辺
　　①観光案内機能を備えた道の駅の整備
　　②交通センターの整備
　　③闘牛情報センターの整備

表　主な関連計画 (3/3)
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 5.8 第１次ビジョンの評価

	（1）目標の達成状況
　1）観光入込客数

　現在の観光入込客数は約 174 万人と推計され、2016( 平成 28) 年度の目標達成率は
63％程度となることが想定されます (目標観光入込客数と現状観光入込客数の増加分
で算定 )。

　■第１次ビジョンでは、2006(平成 18)年度の観光入込客数を約 130万人、2016(平
成 28)年度の観光入込客数の目標を約 70万人増の 200万人としています。

　■ 2015(平成 27)年度の観光入込客数は、入場者数を経年で把握している勝連城跡（休
憩所 )とあやはし館の値から約 174万人と推計されます。2016(平成 28)年度は前
年度と同様のイベントを開催しており、新たな集客施設の整備も行っていないこと
から、観光入込客数の大きな変動はないと考えられ、今年度も 174万人程度が来訪
していると想定されます。

　■以上から、観光入込客数の目標達成には至っておらず、単純に観光入込客数を按分
すると約 63％の達成率となります。

　　・目標 70万人増のところ現状 44万人増　⇒　44万人÷ 70万人=62.9％
　
　2）リピーター率

　本市に来訪した県外観光客のリピーター率は 30.9% となっており、2016( 平成 28)
年度の目標達成率は 44％程度となります（リピーター率の現状値と目標値で算定 )。

　■第１次ビジョンでは、2006( 平成 18) 年度における沖縄県のリピーター率※1 を参
考とし、2016( 平成 28) 年度におけるリピーター率の目標を 70％としています。

　■本市に来訪した県外観光客のリピーター率※2 は、2016( 平成 28) 年度で 30.9％で
あることから、目標達成には至っておらず、現状値を目標値で割ると約 44％の達
成率となります ( 県外観光客のリピーター率は、2013( 平成 25) 年度以降、概ね
30％で推移しています※2)。

　　・目標 70％のところ現状 30.9％	⇒ 30.9％÷ 70.0％ =44.1％
　　　資料：※ 1「平成 18年版観光要覧」沖縄県（2008（平成 20）年 1月）
　　　　　　※ 2「平成 28年度メディア活用による戦略的観光誘客促進事業」うるま市（2017（平成 29）年 3月）

　◇ 2016( 平成 28) 年時点では、観光入込客数とリピーター率は目標を達成できてい
ません。特にリピーター率については、目標値を大幅に下回っており、重点的な対
応が必要と考えられます。

　◇一方、リピーター率が低迷している中、観光入込客数は
増加していることから、新規観光客は増加傾向にあるこ
とが伺えます。今後は、これらの新規観光客に再度うる
ま市を訪れてもらうための取り組みを促進し、観光入込
客数の増加に繋げていくことが必要と考えられます。	
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（2）第１次ビジョンの評価
　■第１次ビジョンでは、下記の施策体系で取り組みを推進してきました。第１次ビジ

ョンの基本方針ごとの評価を次頁に示します。

第１次ビジョン
の基本方針

第１次ビジョンの
基本施策

第１次ビジョンの具体的施策

1. うるまならで
はの感動が得ら
れる観光づくり

(1) うるまブランドの確立

①「闘牛のまち・うるま」の確立
②「エイサーのまち・うるま」の確立
③「世界遺産勝連城跡のまち・うるま」の確立
④「海中道路のまち・うるま」の確立

(2) 滞在 ･ 体験型の観光地づ
くり

①滞在健康保養型プログラムの開発と滞在施設の整備誘導
②自然 ･文化 ･産業資源を生かした体験型観光の推進
③スポーツ・レジャーの滞在型プログラムの開発

(3) 観光プログラム ･イベン
トの開発と再構築

①観光資源・施設の活用プログラムの再構築
②ブランド化に向けたイベントの開発と再構築
③次世代エネルギーパークの観光展開

2. 観光特産品や
食の開発と関連
産業の活性化

(1) うるまブランド商品の開発
①特産品等を生かしたブランド商品の開発
②物産展等プロモーション活動の展開

(2) 観光関連産業の活性化
①体験型観光の振興と食の開発
②地産地消の推進

3. 感動と自慢の
観光情報づくり

(1) 観光のうるまイメージの
形成

①闘牛・エイサー・世界遺産勝連城跡・海中道路のまち
イメージの形成

②プロモーション活動の展開

(2) ＰＲ･情報発信機能の強化
①観光情報提供・ＰＲパンフレット等の作成
②インターネット利用の情報提供と活用
③観光動態調査とデータベースの構築

4. 雰囲気ある空
間と機能をそな
えた観光都市づ
くり

(1) 観光都市としての雰囲気
づくり

①観光資源・施設の魅力アップのための周辺環境整備
②街並み・道路・河川等の風土的都市景観の形成
③観光都市としての快適性と安全性の確保

(2) アクセスと案内機能の充実
①アクセス機能の整備と誘導サイン・案内の充実
②駐車場等の整備

5.ホスピタリティ
の向上と観光推
進体制の確立

(1) ホスピタリティとサービ
スの向上

①ホスピタリティ意識の啓発普及
②郷土愛の醸成
③市民総観光ガイド化の推進
④外国人受け入れ体制の整備

(2) 観光推進体制の確立

①観光協会の設立と推進活動の展開
②協働推進体制の確立
③観光推進人材の育成
④観光施策の進捗状況の把握と評価体制の確立

表　第１次ビジョンの施策体系
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【第 1次ビジョンの基本方針 1: うるまならではの感動が得られる観光づくりの評価】

◇第１次ビジョンの基本方針１は、うるま市の強みとなる地域資源を活かした「うる
まブランド確立」と「滞在 ･体験型の観光地づくり」、「観光プログラム ･イベントの
開発」に関する方針です。

◇取り組み内容としては、パンフレットの作成やホームページの作成など地域資源の
魅力を発信する内容をはじめ、滞在 ･体験型観光地づくりに向けた新規イベントや
地域資源を活用した観光商品、まち歩きメニューの開発、既存イベントの充実、民
間による民泊事業の推進、観光ガイドの育成などに取り組みました。

◇ 2016( 平成 28) 年度における本市の観光入込客数は約 174万人と推計され、本方
針の取組みはイベント参加者数や民泊受入数の増加など一定の成果がみられた一方
で、目標値として掲げた 200 万人には到達できていません。また、本市における
県外観光客のリピーター率は 30％程度で推移しており、一定のリピーター率を確
保できているものの、目標値として掲げた 70％には到達することができませんで
した。

◇今後は、観光誘客及び再来訪意欲の向上に向けて、“うるま市の統一したイメージ
形成”を促進し、これまで取り組んできた観光プログラムの提供やイベント等の充
実を図り、観光客に満足してもらえる魅力づくり、観光地づくりをさらに強化して
取り組んでいく必要があります。

【第 1次ビジョンの基本方針 2：観光特産品や食の開発と関連産業の活性化の評価】

◇第１次ビジョンの基本方針２は、うるま市の特産品や食を活用した「うるまブラン
ド商品の開発」と「観光関連産業の活性化」に関する方針です。

◇取り組み内容としては、市産品を活かした商品開発や民間への商品開発支援・販路
拡大支援、物産展の開催やweb・チラシを活用したプロモーション活動の他、グ
ァバ茶や津堅にんじん、ビーグを活用した体験メニューの開発など、消費拡大や観
光客の満足度向上に繋がる取り組みを実施しました。

◇一方、2016( 平成 28) 年度に本市が県外在住者にアンケート調査を実施した結果、
食事に対する満足度は 68.6%、お土産に対する満足度は 62.1%という結果となり
ました。沖縄県の調査（2015( 平成 27) 年度観光統計実態調査）では、食事 ･お土
産に対する満足度はいずれも 90％を上回っており、本市の食事 ･お土産に対する
満足度は比較的低い状況にあることが明らかとなりました。

◇今後は、観光客のニーズを把握 ･分析し、食事とお土産に関する質の向上や雰囲気
の創出などによる観光客の満足度向上に向けた取り組みが必要になります。

【第 1次ビジョンの基本方針 3：感動と自慢の観光情報づくりの評価】

◇第１次ビジョンの基本方針３は、「観光のうるまイメージ形成」と「ＰＲ・情報発信
機能の強化」に関する方針です。

◇「観光のうるまイメージ形成」に関しては、うるま市のキャラクター製作やそのキャ
ラクターを活用したPRなどに取り組むとともに、観光資源のプロモーション活動、
プロモーション人材の育成などに取り組んできました。
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◇「ＰＲ・情報発信機能の強化」では、各種パンフレットやホームページ、SNSを活
用した情報発信等に取り組むとともに、年度ごとに観光客の動向調査を実施し、デ
ータに基づく事業計画の策定に取り組んできました。また、観光に関するデータを
収集する組織であるマーケティング組織を設置するなど、今後の動向調査 ･分析の
継続に繋がる素地づくりも行われました。

◇一方、2016( 平成 28) 年度に本市が県外在住者の認知度調査を実施した結果、う
るま市来訪経験者の認知度は勝連城跡 40.1%、海中道路 38.8%、ビオスの丘
36.6%、石川多目的ドーム 8.1%となっており、うるま市を訪れた県外在住者の半
数以上は主要観光名所を認知していないことが明らかとなりました。また、うる
ま市への訪問経験がない県外在住者の認知度は、勝連城跡 5.8%、海中道路 6.5％、
ビオスの丘 5.5%、石川多目的ドーム 1.0%であり、10％にも満たない結果が得ら
れました。

◇今後は、観光のうるまイメージ形成に関する取り組みを強化するとともに、県外観
光客に届く効果的な情報発信手法や内容について取り組みを再検討することが必要
となります。

【第 1次ビジョンの基本方針 4：雰囲気ある空間と機能をそなえた観光都市づくりの評価】

◇第１次ビジョンの基本方針４は、「観光都市としての雰囲気づくり」と「アクセスと
案内機能の充実」のハード整備に関する方針です。

◇「観光都市としての雰囲気づくり」では、主要観光資源を中心として様々な調査事業
の実施や拠点整備に関する計画を策定し、整備に取り組んできました。これまでの
成果としては、石川イベント公園の駐車場・物販所・トイレ・発券所・ベンチ整備、
海中道路へのライトアップ整備、緑化などによる道路景観づくりが挙げられます。

◇「アクセスと案内機能の充実」では、文化財への多言語標識設置、文化財周辺への案
内板設置、観光施設への多言語観光案内版の設置、観光案内所の設置などに取り組
んできました。

◇「雰囲気ある空間と機能をそなえた観光都市づくり」は、住んでいる市民にとっても
“住んで自慢のまち”に繋がる重要な取り組みの一つとなります。今後は、整備途中
である石川イベント公園の機能強化、世界遺産勝連城跡周辺拠点整備を引き続き推
進していくことが必要となります。また、あやはし館・ロードパークや島しょ地域
についても、「戦略的観光資源創出事業報告書 (2013(H25).3)」や「東海岸開発基本
計画 (2011(H23).3)」などを参考とし、さらに魅力ある観光まちづくりに取り組ん
でいくことが必要となります。

【第 1次ビジョンの基本方針 5：ホスピタリティの向上と観光推進体制の確立の評価】

◇第１次ビジョンの基本方針５は、「ホスピタリティとサービスの向上」と「観光推進
体制の確立」に関する方針です。

◇これまで、ホスピタリティの向上を目的として、文化財案内人養成講座や人材育成
セミナー、市民ガイド育成プログラム、外国人対応の案内板整備 ･パンフレット作
成などに取り組んできました。

◇「観光推進体制の確立」については、第１次ビジョン時点ではなかった「(一社 )うる

第2章

57



ま市観光物産協会」が設立されるとともに、「うるま市観光まちづくり推進協議会」
の設立、地域おこし協力隊の受け入れなど、観光振興に携わる組織、人材の確保 ･
育成に取り組んできました。

◇ビジョンの基本理念である”訪れて感動”を来訪者に感じてもらうためには、観光
客と接する方々によるおもてなしによって受け入れることが必要不可欠です。ま
た、第１次ビジョン策定時と比較して県内への外国人観光客が大幅に増加している
ことから国内外を問わず観光客に満足していただくためには、「ホスピタリティと
サービスの向上」に引き続き取り組んでいくことが必要となります。推進体制につ
いては、地域をひとつの集客装置と考え、観光集客を推進する組織として「ＤＭＯ
(Destination	Marketing/Management	Organization)」が国内の各地域で注目さ
れています。うるま市においてもＤＭＯの概念を取り入れることを検討するなど、
明確なコンセプトに基づいた観光まちづくりを推進していく必要があります。

【第 1次ビジョンで未実施、一部実施の事業に関する評価】

◇第１次ビジョンにおいて未実施、または一部しか実施できていない事業が見られま
す。これらは、“行政と民間がうまく連携を図ることができなかった”ことが理由の
大半となっています。

◇行政と民間がうまく連携ができない要因として、観光振興ビジョンの内容が地域や
民間に浸透していないことが挙げられます。観光振興ビジョンの内容を地域や民間
に浸透させるためには、ビジョンのコンセプト等をわかりやすく伝える、イメージ
図などを用いた概要版の作成に取り組むとともに、Webを活用した情報発信にも
積極的に取り組んでいく必要があります。

◇また、行政においても所管課が不明確である施策や事業が見られることから、所管
課を明確にし、意識的に施策推進に取り組んでいくことが必要となります。
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