
第３章　うるま市の観光振興の課題
　■本市の観光に係わる「強み」や「弱み」をＳＷＯＴ分析により抽出します。抽出し

た要素を用いてクロスＳＷＯＴ分析を行い、観光振興の課題を整理します。

《ＳＷＯＴ分析とは》
◇ＳＷＯＴ分析とは、組織のビジョンや戦略を企画立案する際に利用する、現状の
分析手法の一つです。強み (Strength) の“Ｓ”、弱み (Weakness) の“Ｗ”、機
会 (Opportunity) の“Ｏ”、脅威 (Threat) の“Ｔ”のそれぞれの頭文字を取って「Ｓ
ＷＯＴ (スウォット )」といいます。

◇Ｓ /Ｗ /Ｏ / Ｔの各要素は、下記のように「内部要因」と「外部要因」に大きく
分けられ、これらをＳＷＯＴ分析表で整理します。

　内部要因：自分たちで主体的に解決できる要素であり、強み (Ｓ ) と弱み ( Ｗ )
にあたります。

　外部要因：自分たちではどうすることもできず、周辺環境として受け入れざるを
得ない要素 (政治動向、規制、経済・景気、社会動向、技術動向、環
境の変化等 )であり、機会 (Ｏ ) と脅威 (Ｔ ) にあたります。

《クロスＳＷＯＴ分析とは》
◇クロスＳＷＯＴ分析とは、ＳＷＯＴ分析で整理した「強
み」、「弱み」、「機会」、「脅威」を右図のようにクロスさ
せ、対応すべき課題を整理します。

◇「外部要因 (“機会”、“脅威”)」の変化に対応し、本市
の「内部要因 (“強み”、“弱み”)」を分析しながら、地
域の成長と発展のために、自ら取り組むべきこと (課
題 )、ビジョン (将来像 )を導くための手法です。

表　クロスＳＷＯＴ分析における組合せ別の主な検討ポイント

表　ＳＷＯＴ分析の表

組合せ 主な検討ポイント
強み×機会
《積極的攻勢》

「強み」によって「機会」を最大限に活用するために取り組むべきことは何か？

弱み×機会
《段階的施策》

「弱み」によって「機会」を逃さないために取り組むべきことは何か？

強み×脅威
《差別化戦略》

「強み」によって「脅威」による悪影響を回避するために取り組むべきことは何か？

弱み×脅威
《防衛的施策》

「弱み」と「脅威」による状況の悪化を回避するために取り組むべきことは何か？
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１．ＳＷＯＴ分析による観光振興に関わる現状分析
　■抽出した「内部要因 (強み、弱み )」と「外部要因 (機会、脅威 )」を以下に示します。

表　うるま市の観光振興に関わるＳＷＯＴ分析表

内
部
要
因

【強み】
①強みとなる地域資源がある ( ワークショップ※でも多くの地域資源が挙げられた )　 ▲

自然・景観は、うるま市のいいところ、自慢できるところとして多くの資源が挙げられた。　 ▲

特に、“海 (うるま (サンゴの島 )、東洋一の長さを誇る海中道路、豊かな自然環境・独特な景観の中
で楽しめるマリンスポーツ、ビーチ等 )”、“歴史・文化 (世界遺産の勝連城跡やグスク、沖縄随一の闘牛、
古来の形が脈々と継承されたエイサー等)”、“島しょ(古民家をはじめ古き沖縄の景観が残るまちなみ、
ゆったりとした時間の流れ、静けさ等 )”、“食 (生産量日本一のもずく、キャロットアイランドの津
堅にんじん )”など、“うるま市らしさ”のある資源を有している。　 ▲

一番、最古など、“１番のもの”、“ストーリーのあるもの”が多い。

②県内でも有数の農業都市である　 ▲

経営耕地面積、総農家数は県内でも上位、豊富な地元農産物 (拠点産地９品目 )。養殖 (車エビ、もずく、
海ブドウ等 )。　 ▲

多彩で魅力ある農・水産物に関する資源が、ワークショップでも多く挙げられた。

③観光振興に関わる人材の活動や人材育成に取り組んでいる　 ▲

うるま市の観光振興に取り組む人・組織があり、人材育成にも取り組んでいる (( 一社 ) うるま市観光
物産協会、うるま市商工会、漁業協同組合、闘牛組合連合会、うるま市体育協会、(一社 )プロモーショ
ンうるま、地域おこし協力隊等 )。　 ▲

新たなイベントも開催 (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 )。

④観光振興に関わる計画や施設整備が進められている　 ▲

計画：観光振興ビジョンなど。整備：勝連城跡周辺文化観光拠点、農水産業振興戦略拠点施設など。

⑤認知度の低さは、観光振興によって伸びが期待できるという強み

外
部
要
因

【機会】
①沖縄観光客数の増加、特に外国人観光客の増加が顕著である
　

▲

2015( 平成 27) 年度は 794万人の入域観光客数 (このうち外国人観光客 167万人 )　 ▲

沖縄県来訪者の８割がリピーターで、ほとんどが連泊する。

②観光客の旅行目的、ニーズの多様化、自然志向の浸透、健康ブーム、文化観光の人気

③情報通信技術の飛躍的な発展

④観光客は「グルメ」、「自然 ･ 海」、「歴史」、「保養 ･ 癒し」の興味 ･ 関心が高い
　

▲

2016( 平成 28) 年度のアンケートでは、沖縄県旅行で興味 ･関心のあることとして、７割以上の人
が上記の項目を挙げている。これらは、うるま市の強みとなる地域資源と一致する。

⑤国がＭＩＣＥの開催 ･ 誘致を推進

※市民や観光関連事業者が参画した「うるま市観光ワークショップ」で、うるま市の魅力 (地域資源 )の再発見・発
掘、地域資源の活用方法について、３回にわたりアイデア出しを行いました。

　（「参考資料２：市民ワークショップの経緯とまとめ」参照）
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【弱み】
①地域全域に点在する地域資源の掘り起しや連携、来訪者目線の取り組みや情報発信が不十分　 ▲

2016( 平成 28) 年度のアンケート (県外観光客でうるま市来訪経験のある人 )では、地域資源の認
知度が全体的に低いことが明らかとなった (海中道路、勝連城跡、島しょ、ビオスの丘以外は認知度
25%以下 )。　 ▲

ワークショップでは、自分が住んでいる地域以外のことはよくわからず、様々な人との地域資源の掘
り起こし、それらの組み合わせによる活用が必要という意見が挙げられた。　 ▲

道路案内標識や施設の案内板が少ない。アクセスが分かりづらい (2012( 平成 24) 年度に公共誘導サ
インの基礎調査を実施 )。

②市域の「素通り」の進行　 ▲

ワークショップでは、きれいな景色を見て帰るだけの素通り観光が多く経済効果が少ないという意見
が挙げられた。2016( 平成 28) 年度のアンケートでは、沖縄県に来訪した県外観光客でうるま市に
も来訪した人は約 14％にとどまる。

③沖縄県の入域観光客数は、季節変動がある　 ▲

沖縄県の月別入域観光客数は、７～ 10月と３～４月にピークがある (５～６月、11～２月に少ない )
傾向が続いている。

④団体の観光客が宿泊できる宿泊施設が少ない　 ▲

宿泊施設数は 47軒あるものの、収容人数は約 2,000 人と多くはなく、団体客対応の宿泊施設が少な
い状況である。

⑤第１次ビジョンでは、未実施または一部しか実施できなかった事業が見られた　 ▲

第１次ビジョンで掲げた取り組みが進まなかった理由として、うるま市と民間がうまく連携を図るこ
とができなかったことが大半を占めた。

内
部
要
因

【脅威】
①周辺地との競合　 ▲

海や景観を目的とした沖縄旅行の場合、認知度やサービスレベルの高い西海岸 (恩納・名護等 )と比
較されることが多い。県外観光客は、沖縄といえば那覇や西海岸リゾート地のイメージが強いため、
現段階では東海岸が主たる目的地となりにくい。　 ▲

将来的な米軍基地跡地利用などにより、周辺に集客力のある商業施設の増加が懸念される。

②無秩序な開発等による自然破壊、景観阻害による地域資源の価値の低下　 ▲

海や山並みの眺望を阻害する建築物等の立地、歴史 ･文化遺産周辺や郊外部での無秩序な開発による
地域資源の価値の低下

③我が国の人口構造の変化による需要減少が懸念　 ▲

全国的な人口減少、高齢化の進行による国内旅行需要の減少が懸念される。

④沖縄県の観光関連産業の給与が全国平均より低い　 ▲

「宿泊業、飲食サービス業」の給与は全国との差が縮まってきているものの、「小売業」については全国
平均の８割程度にとどまる。

外
部
要
因
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２．クロスＳＷＯＴ分析による観光振興の課題整理
　■クロスＳＷＯＴ分析によって整理した、本市の観光振興の課題を以下に示します。

　課題１：地域資源の魅力づくり、情報発信

　■近年、沖縄県を訪れる観光客数が増加し続けており、2015( 平成 27) 年度には過去
最高の 794 万人が来訪しました。このうちの国内観光客については、約８割がリ
ピーターであることから、沖縄の魅力にひかれていることが伺えます。

　■このように多くの観光客が沖縄県を訪れていることから、うるま市が来訪地として
選ばれるチャンスも高まっていると言えますが、来訪地として選ばれるためには、
他とは違った、うるま市ならではの魅力を創出し発信する必要があります。

　■「第２章５の5.1地域資源」で整理したとおり、うるま市には自然･風景、歴史･文化･
芸能をはじめ多様な地域資源があります。一方で、うるま市の地域資源は県外観光
客からの認知度が低く、市民も身近なもの以外は知らないなど、多くの地域資源は
その魅力が埋もれている状態と言えます。観光客に来訪地として選ばれるためには、
まずはうるま市に何があるかを知ってもらうことが重要です。また、知ってもらう
地域資源は、観光客が興味を持つような魅力を備えていなければなりません。

　■このため、市内の地域資源を整理し、観光客のニーズを捉えて魅力づくりを行うと
ともに、これらの魅力を多様な情報通信技術を活かして、効果的に情報発信する必
要があります。

①～⑤

①
〜
⑤

①
〜
④

①～⑤

表　クロスＳＷＯＴ分析
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課題２：うるま市のイメージ形成

■「第２章５の 5.5 観光客の現状」で整理した観光客アンケートの結果では、県外観光客
が沖縄県旅行で興味 ･関心のあることとして、７割以上の人が「グルメ」、「自然 ･海」、
「歴史」、「保養 ･癒し」と回答しています。この結果は、うるま市の強みとして挙げら
れた「食」、「自然・海」、「歴史 ･文化」、「島しょ」が持っているものと一致しています。

■しかし、同じアンケートからは、うるま市に何があるかを知らない、うるま市自体を
知らないなど、「うるま市と言えば○○」など、うるま市のイメージがほとんどないこ
とが明らかとなっています。

■このことから、観光客のニーズにマッチした地域資源を活かした「食のうるま」、「自然・
海のうるま」、「歴史 ･文化のうるま」、「島しょのうるま」などによる、うるまブラン
ドの構築を図り、うるま市の統一したイメージを形成することで、多くの観光客にう
るま市を知ってもらうことが必要です。

課題３：滞在型 (滞留型 )･ 通年型観光への転換

■近年の観光客の旅行の目的は、見る観光から体験 ･交流、こだわりの観光など多様化
しているとともに、沖縄県を訪れる国内観光客の平均滞在日数が伸びているなど、体
験や交流を通じた滞在型観光にシフトしています。

■一方で、うるま市の観光は、宿泊施設が少ないという状況や景色を見て帰るだけの素
通り観光が多く経済効果が少ないというワークショップにおける市民の意見など、体
験や交流に繋がる滞在型 (滞留型 )観光といえる状況にはなっていません。

■観光客のニーズに対応し、来訪地として選ばれるためには、宿泊施設の確保や着地型
観光による体験 ･交流活動の推進、年間を通じた楽しみ方を提供するとともに、観光
拠点間をつなぐ雰囲気ある道づくりや案内標識の整備など、市内を回遊しやすい環境
への転換が必要になります。市内における滞在時間 ･日数を延ばし、観光関連産業へ
の経済効果にも繋がる取り組みが必要です。

課題４：自然景観の保全、雰囲気あるまちなみづくり

■うるま市は、丘陵地から半島、平地、湾、島しょ地域など、多様で独特な地形や景観
が一つの市内に凝縮しており、マングローブ林、大規模なサンゴ礁などにみられるよ
うに、丘陵地から海まで多様な自然環境が残されています。また、島しょ地域などでは、
サンゴの石垣や赤瓦の古民家、古くからの暮らしや風景が残されています。

■一方で、うるま市の人口は増加傾向にあり開発も進められ、自然環境や景観、まちな
みが阻害されるケースも見受けられます。

■「第２章５の 5.5 観光客の現状」で整理した観光客アンケートの結果では、県外観光客
がうるま市の観光に望むものとして、「豊かな自然」、「自然景観やまちなみ景観の保
全」、「現在のたたずまいや雰囲気を活かした観光」などが上位に挙げられ、うるま市
の自然環境やまちなみを守り、活用するような観光が求められていることが伺えます。

■このことから、うるま市の自然環境・景観やまちなみを保全するとともに、雰囲気あ
るまちなみづくりが必要となります。
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課題５：受入体制の充実

■沖縄県を訪れる観光客の増加とともに、外国人観光客が急増しており、中城湾港でも
クルーズ船の寄港が再開されました。また、国も国際競争力強化に向けたＭＩＣＥ分
野の取り組みを推進しており、国内外問わず、多様な人が来訪する機会が増えること
が予想されます。

■現在は、沖縄県の観光客数は増加傾向にあるものの、全国的な人口減少傾向により、
国内旅行の需要は今後減少することが懸念されます。これにより、周辺地との競合も
激しくなることも考えられます。

■このような事態に対応するためには、うるま市に一度来訪したことのある観光客が再
度訪れたくなるような、印象に残る観光地づくりを進めリピーターを確保することが
重要です。そのためには、地域資源の魅力向上と併せて、うるま市全体で観光客をも
てなす受入体制づくりが必要です。

課題６：市内の地域資源間の連携 ･結び付け

■うるま市は、強みのある地域資源が市内に点在しており、地域資源の連携・結び付き
を強化することで、観光地としての魅力向上と周遊性を高めることが期待できます。
そのためには、様々な分野の地域資源による歴史やストーリーの構築、観光ルートの
設定等に取り組むことが重要です。

■また、県外観光客が沖縄県旅行で最も興味 ･関心が高い“食”(グルメ ) は、それ自
体が来訪目的の一つになるとともに、地場産の消費は市内での経済循環に繋がること
から、うるま市の観光振興にとって観光業と農 ･水産業との連携は必要不可欠な取り
組みといえます。うるま市農水産業振興戦略拠点施設が整備されることで、新たな観
光拠点が創出され、６次産業化、特産品開発など新たな展開が期待されることから、
“食”に着目した取り組みも重要となります。

課題７：市民、観光関連事業者、うるま市の連携 ･協働の仕組みづくり

■第１次ビジョンでは、観光振興を推進するための組織として、(一社 ) うるま市観光
物産協会の設立とうるま市観光まちづくり推進協議会の立ち上げに取り組んできまし
た。しかし、その間にも新たな観光関連団体や民間事業者が設立しており、また、前
述する様々な課題も浮かび上がっていることから、現状を踏まえた新たな推進体制を
検討する必要があります。

■第１次ビジョンの評価から、ビジョンに掲げた取り組みが進まなかった理由として、
うるま市と民間の連携がうまく図られなかったことが挙げられます。

■観光施策の推進にあたっては、うるま市、観光関連事業者、観光に携わる市民が一体
的な関わりを持ちながら、観光振興の方向性を皆で共有して取り組みを展開していく
仕組みづくりが必要となります。
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