
【参考資料１】　うるま市の主な地域資源

表　うるま市の主な地域資源（1/4）
分　類 地域資源の名称

1. 自然・風景
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

1 石川岳

2 石川川のマングローブ

3 妙山 (グール岳 )

4 石川ビーチ

5 昆布ビーチ

6 宇堅ビーチ

7 具志川ビーチ

8 照間ビーチ

9 海中道路ビーチ

10 兼久ビーチ

11 浜比嘉ビーチ ( 浜の人工ビーチ )

12 トンナハビーチ

13 伊計ビーチ

14 大泊ビーチ

15 ムルク浜ビーチ

16 トゥマイ浜

17 天願川

18 屋慶名海峡

19 浜比嘉島

20 平安座島

21 宮城島

22 伊計島

23 津堅島

24 金武湾にある西ノ岩

25 浜比嘉島のサンゴ礁

26 津堅島のサンゴ礁

27 石川高原展望台から見る風景

28 野鳥の森自然公園の風景

29 天願川の風景

30 世界遺産の勝連城跡の風景

31 屋慶名展望台からの屋慶名海峡の風景

32 海中道路からの風景（朝日）

33 干潮時の風景

34 ムルク浜海岸の風景

35 浜比嘉集落の風景

36 浜比嘉大橋からの風景

37 平安座島高台の風景

38 宮城島を望む海からの風景

39 果報バンタの風景

40 果報バンタを望む海からの風景

41 シヌグ堂バンタの風景

42 ホタルや野鳥が棲む天願川の風景

43 宮城島から伊計島に続く伊計大橋からの風景

44 津堅島から見た風景

45 兼箇段の電照菊

46 伊波城址から見た夜景

47 イッペー通り

分　類 地域資源の名称

2. 歴史
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

48 伊波城跡

49 安慶名城跡

50 兼箇段グスク

51 江洲グスク

52 喜屋武城跡

53 勝連城跡

54 平安座西グスク

55 平安座東グスク

56 伊計グスク

57 泊グスク

58 比嘉グスク

59 伊波貝塚

60 仲原遺跡

61 平安名貝塚

62 ワイトゥイ

63 平敷屋タキノー

64 製糖工場跡

65 地頭代火ぬ神

66 アマミチューの墓

67 新川・クボウグスク周辺の陣地壕群

68 兼箇段ジョーミーチャー墓

69 田場ガー

70 大田坂

71 沖縄諮詢会堂跡

72 東恩納博物館跡

73 石川部落事務所

74 犬名河

75 クボウグスクの植物群落

76 嘉手苅観音像

77 ヤンガー

78 ガーラ矼

79 吉本家

80 南風原の村獅子

81 伊波ヌール墓

82 シルミチュ―

83 宮城御殿

84 与佐次川

85 中の御嶽

86 ヒッチャマー

87 ヤブチ洞穴遺跡のジャネーガマ

88 ホートゥガー

89 シヌグ堂遺跡

90 ヌチシヌジガマ

91 仲良し地蔵

92 「戦後教育発祥の地」の石碑　

93 浜千鳥節の碑

94 高離節の歌碑

95 伊計離節の歌碑
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表　うるま市の主な地域資源（2/4）
分　類 地域資源の名称

3.休養施設
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

96 ビオスの丘

97 うるま市立石川歴史民俗資料館

98 うるま市立海の文化資料館

99 うるま市立与那城歴史民俗資料館

100 東山カントリークラブ

101 沖縄ロイヤルゴルフクラブ

102 具志川ゴルフクラブ

103 高原ゴルフクラブ

104 ぬちまーす観光製塩ファクトリー　ぬちうなー

105 海の駅　あやはし館　

106 石川青少年の家

107 石川市民の森（うるま市民の森公園）

108 石川公園

109 安慶名中央公園

110 石川イベント公園 (多目的イベント公園 )

111 うるま市民芸術劇場

112 石川会館

113 きむたかホール

114 キャロット愛ランド　キャンプ場

115 石川多目的ドーム

116 安慶名闘牛場

117 伊波闘牛場

118 倉敷ダム

4. 文化・芸能
　
　
　
　
　

119 現代版組踊「肝高の阿麻和利」

120 津堅島の唐踊り

121 マーラン船の建造技術

122 伊波メンサーの織技術

123 南風原の獅子舞

124 天願獅子舞

125 平安名のウムイ・クェーナ

126 田場ティンベー

127 宮城ウシデーク

128 浜比嘉島のカジマヤー

129 エイサー

130 ハーリー

5. 祭・
イベント

131 全島闘牛大会

132 全島獅子舞フェスティバル

133 うるま祭り

分　類 地域資源の名称

5. 祭・
イベント
(つづき)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

134 にーびち余興王決定戦

135 うるま市産業まつり

136 うるま市エイサーまつり

137 ハーリー祭り

138 あやはし海中ロードレース大会

139 うるま音楽祭

140 龍神の宴

141 うるみん健康・福祉まつり

142 てぃーだフェスタ	in	J パワー

143 SKワイバーンズ　キャンプ地

144 LGツインズ　キャンプ地

145 まるごと津堅島祭り

146 伊計島豊年祭

147 サングヮチャー

148 もずく祭り

149 ゆいゆいウォーク

150 キャンプコートニー（天願米軍基地）のイベント

151 ホワイトビーチフェスティバル

152 ぐしく島唄あしび

153 島のクラフトピクニック

154 イチハナリアートプロジェクト

6. 健康・運動 155 うるま市具志川総合体育館

156 うるま市具志川総合グラウンド

157 うるま市具志川庭球場

158 うるま市具志川野球場

159 うるま市具志川ドーム

160 喜屋武マーブ庭球場

161 うるま市石川野球場

162 うるま市石川運動場

163 うるま市石川屋内運動場

164 うるま市石川庭球場

165 うるま市石川体育館

166 うるま市石川市民プール

167 うるま市勝連Ｂ＆Ｇ海洋センター

168 うるま市与那城勝連総合グラウンド

169 うるま市与那城総合公園陸上競技場

170 うるま市与那城庭球場

171 うるま市与那城多種目競技場

参考資料

95



表　うるま市の主な地域資源（3/4）
分　類 地域資源の名称

7.体験 172 山城紅茶農園 ( 茶畑手積みと紅茶づくり、農家作業体験＆おいしい紅茶の入れ方講座 )

173 伝統菓子づくり体験 (サーターアンダギーとムーチーづくり )

174 おきなわの家庭料理体験

175 エイサー体験

176 琉球古武道 (棒術と空手 ) 体験

177 三線体験

178 琉球舞踊体験

179 琉球ガラス匠工房　石川店

180 合名会社新里酒造の工場見学

181 美原乗馬クラブ

182 馬ぐぁ広場

183 ヤドカリ工房

184 髙江洲製塩所

185 マリンアイランド

186 アクアラインマリンクラブ

187 サーフィン

188 カイトサーフィン

189 ウィンドサーフィン

190 モーターパラグライダー

191 サップ (スタンドアップパドル) 体験

192 シーカヤック体験

193 うるま市勝連城跡ヨガ体験

194 サイクリング

195 島すぱ　たぁば～家

8.特産・食　 196 かね食堂

197 菓子・パン工房　プティ・フール石川店

198 沖縄季節料理　榮料理店

199 レストラン　マカンマカン

200 オハナ食堂

201 エグジットカフェ

202 カフェマグマ　( 旧名るりいろ食堂 )

203 ぜんざい家　Mother	Leaf

204 鉄板焼ステーキハウス　キャピタル

205 キャッスルハイランダー

206 洋菓子喫茶　フクロク亭

207 味処　田舎庵

208 お菓子工房　ボーノ

209 和・洋菓子とそうざいの店　ふくや

210 Café	PIPINEO

211 hinata		café

分　類 地域資源の名称

8.特産・食
(つづき)

212 珈琲豆焙煎工房　グッドカンパニー

213 総合結婚式場ニュー三和　レストラン　「サラ」

214 お食事処　おでん　いこい

215 居酒屋　あがりじま

216 具志川そば

217 赤野豆腐

218 たまご屋

219 いさ屋

220 ケーキのトミーズ /	cotta	café

221 レストラン　B・B・R/	パティスリー R

222 黄金茶屋

223 ベーカリー　パンの木 /	café	ゆくれれ

224 うるまジェラート工房	&	café

225 ごはん屋どまぁに

226 キングタコス　与勝店

227 万鐘　ももと庵

228 佐久田パーラー

229 丸一食品株式会社　本店

230 海の駅　あやはし館

231 AJリゾートアイランド伊計島　レストラン　HIBIS( ハイビス)

232 伊計ビーチ　ビーチ食堂

233 ぬちまーす観光製塩ファクトリー　ぬちうなー　レストラン「たかはなり」

234 瑠庵＋島色

235 いっぷく屋　Island	Henza

236 海産物お食事処　ナカヌ浜

237 ブロンジェリーカフェ・ヤマシタ

238 レストラン　平安

239 海鮮食堂　味華 (あじけー)

240 丸吉食品

241 古民家食堂　てぃーらぶい

242 ホテル浜比嘉島リゾート　レストラン　浜比庭 (はぴな)

243 民宿神谷荘

244 食事処　津堅みやらび

245 山城農産物直売所夕市

246 農事組合法人　うるま農場

247 CAFE＆DINING	Santorini

248 Kainowa

249 有限会社神村酒造

250 泰石酒造株式会社

251 うるま市石川漁業協同組合　婦人直売店
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表　うるま市の主な地域資源（4/4）
分　類 地域資源の名称

8.特産・食
(つづき)

252 Ile	des	pins

253 NIWA	CAFÉ

254 イイダコ釣り

255 海ぶどう養殖場

256 照間ビーグ

257 うるま市の特産品

258 サポートセンターアジュテ

259 てるる詩の木工房（木下工房杢陽）

260 越来造船

261 株式会社海邦商事

262 株式会社高江洲製塩所

263 久米水産株式会社

264 紅型 Lab　邦

265 崎山酒造廠

266 手作り加工所　あやかりん

267 勝連漁業協同組合

268 昭和製紙株式会社

269 照屋勝武三線店

270 竹馬製作所

271 Gallery　はらいそ

272 農業生産法人　株式会社沖縄紅茶農園

273 農業生産法人　有限会社池宮城畜産

274 農業生産法人　有限会社たいよう

275 農業組合法人　沖縄県薬草協同組合

276 繭からふ工房

277 陶房　土火人

9.宿泊 278 ココガーデンリゾートオキナワ

279 春日観光ホテル

280 ホテル浜比嘉島リゾート

281 ホテル潮騒

282 民宿やすま

283 民宿神谷荘

284 コテージ伊計　海の唄

285 民宿レキオ

286 かりゆしコンドミニアムリゾートうるま曙 214

287 民宿中央荘

288 ザ・ホワイトリーフ

289 ゲストハウス　ラフスタイル

分　類 地域資源の名称

9.宿泊
(つづき)

290 かりゆしコンドミニアムうるまレジデンシャルデルソル

291 民宿かいほう

292 ペンション山城

293 ホテルハーバー

294 ゲストハウス　赤道直家

295 民宿ちねん

296 AJリゾートアイランド伊計島

297 はなりびら

298 アイランドフリーダム

299 観光ビジネスホテル平安

300 アイランドホテルへんざ

301 413 はまひが	Hotel	&	Café

302 ゆがふの郷

303 民宿つけん

304 民宿おうち -ouchi-

305 南原旅館

306 アイリーペンション

10. 産業
・団体・教育

307 具志川火力発電所

308 石川火力発電所 ( 夜間ライトアップ )

309 うるま市メガソーラー発電所

310 沖縄石油基地

311 沖縄 IT 津梁パーク

312 うるま市 IT 事業支援センター

313 うるま市農水産業振興戦略拠点施設（2018 開業予定）

314 いちゅい具志川じんぶん館

315 石川地域活性化センター舞天館

316 中城湾港 (クルーズ客船 )

317 一般社団法人うるま市観光物産協会

318 一般社団法人プロモーションうるま

319 特定非営利活動法人　ぷろぷ

320 沖縄 SV

321 ゆがふ製糖株式会社

322 N 高等学校
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【参考資料２】　市民ワークショップの経緯とまとめ
 １．ワークショップの目的

　■参加者に対して下記のように意義や目的を説明し、ワークショップを実施しました。　 　 ▲

「うるま市観光ワークショップ」は、観光関連事業者や市民が参加して“うるま市の観光
の現状を見つめ直し、これからのうるま市の観光を皆で考える集まり”です。　 　 ▲

参加者の皆さんと一緒に、うるま市の魅力の再発見 ･発掘作業を行い、その魅力 (情報 )
を共有して、活用方法を考えていきました。　 　 ▲

様々な人が参加する集まりの中で魅力を発見し活用方法を考えることで、自分たちでも
できることを発見し、自ら観光に係わる取り組みを行うことに繋がるきっかけづくりに
もなることを期待して開催しました。

２．ワークショップの全体の流れ

　■ワークショップは、以下の内容で各回２時間、計３回実施しました。

①	うるま市の魅力の再発見 ･発掘

②	うるま市の観光の現状と課題に対する意識の共有

③	再発見 ･発掘した魅力 (観光資源 )をわかりやすく整理

④	魅力ある観光資源の活用方法

表　ワークショップ開催会と各回の内容
開催回 内　容 開催日

第１回

〔テーマ〕うるま市のいいところ、再発見！
〔内　容〕うるま市の観光資源の再発見・発掘

うるま市の現状と課題の把握
・観光資源の洗い出し
・カテゴリーごとの整理

2016( 平成 28) 年
9月 27日

第２回

〔テーマ〕活用できる観光資源を選びましょう！
わかりやすく整理しましょう。

〔内　容〕抽出した観光資源を分類・整理
・すぐ活用できる資源、少し時間のかかる資源等
・観光資源の活用方法を考える

2016( 平成 28) 年
11月 7日

第３回

〔テーマ〕観光資源の活用法のアイデア出しをしましょう！
〔内　容〕抽出した観光資源の活かし方

・観光資源の売り出し方を考える
・情報発信の方法を考える

2016( 平成 28) 年
11月 30日
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３．各回の構成と成果

 3.1 第１回ワークショップ

　（1）アイスブレイク
　　■グループ内で「私が好きなうるま市の風景と、その理由」を述べて頂き、ファシリテータ

ーが集約して全体で共有しました。
　　■ファシリテーターより「うるま市には多様な資源と魅力がある」「人により、色々なもの

の見方や感じ方がある」といった話をしてまとめ、後のワークへ繋げました。

　（2）資源と魅力の洗い出し
　　■整理表を用いて、他地域の人に自慢したい、勧めたい資源や魅力の洗い出しを行いました。

　①風景・自然

　【主要な資源】
　　島しょ地域、浜比嘉大橋、海中道路、勝連城跡、天願川周辺、石川の展望台、野鳥の森公園、

ビオスの丘　など
　【その他　海の風景】
　　宮城島のビーチ、伊計島沖のサンゴ礁、宇堅ビーチ、果報バンタ、平敷屋イノー、
　　海岸から見る満天の星・満月・サンライズ　など
　【その他　陸の風景】
　　畑や水田の風景、藪地のバラス岬、マングローブ、天願川の桜、照間ビーグ、田場のフクギ、

宮城島西側の湧水、ホタル　など

　②歴史・文化

　【城跡】
　　勝連城跡、安慶名城跡、伊波城跡、喜屋武城跡
　【その他史跡】
　　シルミチュー洞、アマミチュー洞、仲原遺跡、伊波按司の墓、嘉手苅観音堂、ワイトィイ、

ヌチシヌガマ、平敷屋キタノー　など
　【闘牛】
　　闘牛場、闘牛の飼育環境
　【その他の資源】
　　マーラン船、平安座のウスデーク、闘鶏、浜比嘉の豊年祭、浜比嘉島のカジマヤー、
　　伝統的なエイサー　など

　③祭り・イベント

　【伝統ある／歴史を感じる催し】
　　チャーン大会、龍神の宴、各地のエイサー／エイサーまつり、ぐしく島唄、獅子舞、
　　ハーリー　など
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　【スポーツイベント】
　　あやはし海中道路ロードレース、トライアスロン　など
　【その他の催し】
　　うるままつり、うるま市産業まつり、イチハナリアート、山芋スーブ、もずく祭り、
　　にーびち余興王決定戦、キャンプコートニーのカーニバル　など

　④スポーツ・レジャー・体験

　【スポーツ・レジャー】
　　ダイビング、シーカヤック、ウィンドサーフィン、カイトボード、パラグライダー、
　　トレッキング、キャンプ、サイクリング、BBQ、乗馬　など
　【見学・体験】
　　まち歩き、島めぐり、具志堅パン工場見学、バイオマス再資源社会見学、うるま農場、
　　ぬちまーす工場、石油基地、高江洲製塩所　など

　⑤特産・食

　【飲食店】
　　古民家食堂、海辺のカフェ、街中の喫茶店、外人住宅のカフェ、パーラー、スナック街
　　など
　【飲食メニュー】
　　ヤギ汁、てびちの唐揚げ、おでん、もずくちゃんぷるー丼、もずくコロッケ、チーイリチャー、

ポーポー、ジェラート、海鮮丼　など
　【食材・加工品】
　　もずく、しがやー（タコ）、津堅にんじん、にんじんロール、美ら海豚、黄金芋、
　　日本最南の日本酒、髙江洲塩、山城紅茶、ぬちまーす　など

　（3）まとめ
　　■各グループの成果を集約し、その内容を確認し共有しました。
　　■ワークショップ全体の成果を眺めながら以下の点を確認し、まとめを行いました。
　　　①うるま市には、多くの観光資源があります。
　　　②市内の各地域に多様な観光資源があり、地域ごとのカラー（違い）があります。
　　　③市内には、様々なカテゴリーの観光資源が散在しています。
　　　④うるま市の魅力を伝え、楽しんでもらうには、何らかの整理や取捨選択が必要です。
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3.2 第２回ワークショップ

（1）アイスブレイク
　■グループ内で「地元の人しか知らない楽しみ」「県内の他地域にはない、うるま市の楽しみ

方」を紹介して頂き、ファシリテーターが集約して全体で共有しました。
　■ファシリテーターより「同じ観光資源でも、好みやアイデアによって楽しみ方は異なる」「地

元ならではの知識や経験を活かして、多くの観光客に楽しんでもらえるようにしましょう」
と話してまとめ、後のワークへ繋げました。

（2）観光資源の整理
　■第１回の成果をもとに、各グループで「うるまらしい資源」と「市内での認知度が高い資源」

の２つの軸で整理しました。

（3）観光資源を活かす方策の検討
　■各資源の魅力を高めるために、これからできることをグループごとに協議しました。
　■これから特に伸ばしたい観光資源として、以下のものが挙げられました。

【海中道路】
現状／課題
　■海中道路には、まだまだ活用の余地がある。
　■認知度が高まり、2015( 平成 27) 年 5月からライトアップを始めた。
　■あやはし館の閉館時間が 18時と早過ぎる。
取り組み案
　■市内産の食材や、地元ならではの味が楽しめる店があると良い。
　■小さい店がたくさんあると、観光客が集まりやすいのではないか。

【島しょ地域】
現状／課題
　■島しょ地域に何があるかあまり知られておらず、海中道路から引き返す人が多い。
　■ビーチは静かで美しく、隠れ家的な場所になっている。
取り組み案
　■隠れ家的な魅力を守るため、ビーチの利用を制限するのも良いかも知れない。
　■遊覧船を運行し、高齢者でも楽しめるようにすると良いのではないか。
　　⇒各島で有名な食を１品楽しめる、一島一品の取り組みがあると面白い。
　■マーラン船で沖縄民謡を聞かせ、ゆっくりと楽しみながら島を巡ると良い。
　■島しょ地域の情報を提供する、観光案内板の整備が必要ではないか。

【勝連城跡】
現状／課題
　■食事をする所がなく、地元にお金が落ちない。
　■周辺の景観や、駐車場の大きさに課題がある。
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取り組み案
　■入場料の徴収、MICE 開催、一口城主となれるオーナー制度などで収入を得て、城跡の修

復や維持の費用が捻出できると良い。
　■若手起業家が、飲食ビジネスなどに挑戦できるスペースを作れると良い。
　■世界遺産としての格調や歴史を守ったイベントをしていく必要がある。

【闘牛】
現状／課題
　■認知度は低いが、観戦すると満足度は高い。
　■催しの時間が長いので、観光客の見やすさを考える必要がある。
取り組み案
　■開催の通年化や、アクセスなど情報提供の強化が必要。
　■開催していない日でも、闘牛の歴史・背景、楽しみ方を伝える。

【エイサー】
現状／課題
　■うるま市には、他地域とは違うエイサー（平敷屋エイサー）がある。
取り組み案
　■まだ知られていない部分がある。ルーツ、歴史をしっかり伝える。

【その他】
マリンスポーツ、マリンレジャー、サイクリング
　■サンライズ・サンセット・ナイトの時間でも開催し、差別化を図る。
　■海沿いでサイクリングを楽しみ、その後ビーチで遊ぶなど組み合わせで提案。
　■ツアーで店に立ち寄るなど、地域の食と連携をはかる。
満天の星、満月
　■カヤックとのコラボレーション
　■海辺でキャンプをしながら楽しむ。グランピングも良いのではないか。
もずく
　■栄養価や歴史に関する認知度を高め、食べ方や調理方法を提案する。
　■観光資源となっている所で販売し、コラボレーションする。

（4）まとめ
　■各地域資源について出たアイデアを総括し、観光振興の方向性を確認しました。
　■各資源の強化や資源間の連携、市民参加による観光振興、情報発信や市民と観光客とのコ

ミュニケーションが重要との認識を参加者と共有しました。
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3.3 第３回ワークショップ

（1）アイスブレイク
　■グループ内で「どんな人に、うるま市へ来てもらいたいか」について考えを述べて頂き、

ファシリテーターが集約して全体で共有しました。
　■ファシリテーターより「市内には様々な観光資源がある。それらをどんな人に、どう楽し

んでもらうか。どうすれば知ってもらえるか。ということを考えるのが大事。」と話して
まとめ、後のワークへ繋げました。

（2）これから伸ばしたい観光資源の検討
　■第２回の成果から、「比較的早い時期に取り組みができる」「今後の発展や波及効果が期待

できる」という観点で６つの観光資源を選びました。
　■６つの観光資源を各グループに割り振り、観光メニューをつくるということを念頭に置い

て、ターゲットや売り出し方を考えました。

①	海中道路

②	勝連城跡

主な内容 ・自転車、マリン関係、ノルディックウォーキング、食事、

楽しみ方
・朝からスポーツをする方に、朝食を提供して楽しんでもらう
・歩数や距離をポイント換算して景品交換
・市民も訪れるので、地域住民とのふれあいも楽しめる

ターゲット
・健康志向の方
・アクティブシニア層
・県内在住者

売り出し方
・健康保険とタイアップし、歩数や距離に応じて景品交換などを行う
・県内向けテレビ番組で紹介してもらう

課題

・海の駅のコインロッカーやシャワー室の状態が悪い
・マリン事業の受け入れ人材の育成
・あやはし館は食事の選択肢が少なく、閉店が早い
・公共交通が利用できない

主な内容 ・敷地内での散策、公演、食事、ビアガーデン、ガイドとの散策

楽しみ方
・頂上からの眺望
・ガイドと一緒に勝連城跡を散策
・公演と食事と絡めて、地元食材を楽しんでもらう

ターゲット
・歴史や城に興味がある人
・レンタカー利用者
・女性を中心　※特に年配の女性

売り出し方
・健康保険とタイアップし、歩数や距離に応じて景品交換などを行う
・県内向けテレビ番組で紹介してもらう

課題
・名古屋城のように衣装を着てインパクトあるパフォーマンスを行う
・阿麻和利の定期公演などを行い、付加価値を付けて売り出す
・海中道路、島しょ地域などと絡めて楽しんでもらう
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③	闘牛

④	島しょ地域

⑤	マリンレジャー

主な内容
・牛舎巡り
・子供を闘牛の背中に乗せて写真撮影
・闘牛との散歩、餌やり、ブラッシング、トレーニングの見学

楽しみ方
・開催日以外でも闘牛とふれあい、闘牛文化を知ってもらう
・観光客の祝勝会参加
・闘牛の背中に乗るなど子供に喜んでもらう

ターゲット
・最初は県内の子連れのファミリー層
※子供と女性が喜びそうなことに重点を置く

売り出し方
・最初は旅行雑誌でインパクトのある記事にしてもらう
・その後は、観光客個人のSNSによる情報発信や、クチコミの利用

課題
・受付の一本化
・協力牛舎の確保

主な内容 ・集落の散策、自転車散策で滞在時間を増やす

楽しみ方
・赤瓦の集落を徒歩や自転車で散策し、島の雰囲気を楽しんでもらう
・島に宿泊してもらい、ボーっとしてもらう

ターゲット
・女性の一人旅や女子旅
・アクティブシニア層

売り出し方
・海中道路にのぼりを立て、まち歩きや自転車での回遊を告知
・絶景や島の暮らしが感じられる写真を使ってＰＲ

課題
・各島で案内できる専門ガイドが少ない
・場所によっては道が狭く、雑草が茂っているので整備が必要
・雨の日対策（雨の日でも楽しめる提案や啓発が必要）

主な内容 ・SUP、シーカヤック

楽しみ方
・SUPとヨガの組み合わせで楽しんでもらう
・ヘルシーなランチパックと組み合わせ、健康志向で楽しんでもらう
・自転車と組み合わせて、アクティブな方も楽しめるようにする

ターゲット

・女子２人組
・ヨガ歴のある人
・健康志向の高い 20代～ 40代の、アクティブな志向をもった人
・学生向け、カップル向けなどのパック商品も検討

売り出し方 ・SNS中心、口コミで発信してもらう。

課題
・管理されているビーチでないと、修学旅行では利用できない
・シーカヤックは現在２コースだが、15コースは作れる
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⑥	星空～ナイトツアー
主な内容 ・野外で空や海を眺める、散策

楽しみ方

・ビーチで寝転がり、夫婦などで二人きりの時間を過ごす
・音楽を聴きながら、ワインや本格的なコーヒーを楽しむ
・船上から星空を眺める
・夜の生物観察ツアー

ターゲット ・夫婦、カップル　※特に 30代以上

売り出し方
・インパクトのある写真を見せる
・一度参加してもらえれば、以降はクチコミで広がる

課題
・夜間のため、地域住民との理解が得られるか分からない
・県内の需要があるか不明
・雨天対応

（4）まとめ
　■６つの観光資源に関する検討を総括し、今後の具体的な取り組みの可能性について確認し

ました。
　■１回目からの成果を振り返り、それらを観光振興ビジョンの策定委員会へ報告し、ビジョ

ンやアクションプラン策定の素材として活用を検討していくとの認識を参加者と共有しま
した。
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【参考資料３】検討委員会設置要綱 ･ 委員会名簿

１．平成 28 年度うるま市新観光振興ビジョン策定事業検討委員会設置要綱

（目的）
第１条　現行の「うるま市観光振興ビジョン」が平成 29年 3月に終期を迎えるにあたり、う
るま市の現況を踏まえ、本市の観光振興の方向性を明確にし、中短期の目標を明確に定め実
効性・継続性・確実性のある具体的な観光振興施策を掲げた「第２次うるま市観光振興ビジ
ョン」を策定するため「うるま市新観光ビジョン策定事業検討委員会（以下、「委員会」と
いう。）」を設置する。

（所掌事務）	
第２条　委員会は、うるま市観光振興ビジョンの策定に関し必要な事項について調査審議する
ものとする。

（構成）
第３条　委員会は、委員 15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから構成する。
　(1)	学識経験者
　(2)	観光関連団体の者
　(3)	関係行政機関の職員
　(4)	その他うるま市が特に必要と認める者
２	委員の任期は、当該設置要綱施行の日から平成 29年 3月 17日までとする。	

（委員長）	
第４条　委員会には委員長を置く。	
２	委員長は、委員の互選とする。	
３	委員長は、会議を進行し、会務を総括する。	
４	委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がそ
の職務を代理する。	

（会議）	
第５条　委員会は、委員長が召集し、委員長が議長となる。
２	委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
３	委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
４	議長は、必要に応じて委員以外の者の会議への出席を求め、説明又は意見を聞くことができ
る。

（事務局）	
第６条　委員会の事務局は、株式会社ＯＴＳサービス経営研究所に置く。

（雑則）
第７条　この要綱に定めのない事項については、委員長が委員に諮って定める。

附則
この要綱は、平成 28年 8月 22日から施行する。
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２．検討委員会名簿

氏　名 機関・役職名 区　分

1 大　社　　　充 NPO法人グローバルキャンパス　理事長 学識経験者（観光まちづくり）

2 玉　元　宏一朗 沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課　班長 関係行政機関

3 翁　長　由　佳
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
国内事業部国内プロモーション課　課長

観光関連団体

4 伊　佐　盛　男 一般社団法人うるま市観光物産協会　理事長 観光関連団体

5 新　垣　壮　大 うるま市商工会　会長 観光関連団体

6 中　村　　　薫 一般社団法人プロモーションうるま　代表理事 観光関連団体

7 河　野　こずえ うるま市　市民 一般市民

8 上　間　秀　二 うるま市経済部　部長 うるま市

9 日　比　康　人 うるま市地域おこし協力隊 うるま市（嘱託）

10 宮　城　淳　一 うるま市観光プロデューサー
うるま市
（うるま市観光プロデューサー
派遣事業により招聘）

表　検討委員会名簿
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第2次うるま市観光振興ビジョン

平成29年３月
うるま市経済部商工観光課

〒904-2292	沖縄県うるま市みどり町一丁目１番１号
TEL:098-923-7634		FAX:098-923-7623
URL:http://www.city.uruma.lg.jp




