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１．調査概要 

目  的 ： 勝連城跡に訪れている観光客のニーズに合った回遊観光を目指すた

めに、観光客のニーズ等を把握する。 

実施方法 ： ①アンケート形式 

②インタビュー形式 

実施場所 ： 勝連城跡休憩所 

実 施 日  ： ①平成２６年９月 ４日（土） ～ ９月３０日（火） 

②平成２６年 9月１２日（金） ～ ９月１４日（日） 

回 答 数  ： 計３４８件 

 

 

２．アンケート結果概要 

 勝連城跡への訪問者は、県外から多く、また、２人から４人と比較的少人数で訪れ

る人が多い 

 ・勝連城跡の訪問回数は、はじめての人が多いことから、リピーターが少ないと考

えられる 

 交通手段は、ほとんどレンタカーか自家用車であり、バスを利用して訪問している

人は少ない 

 ・訪問のきっかけは、旅行情報誌が多く、ホームページや旅行会社で紹介されて訪

問した人は少ない 

 ・勝連城跡周辺で訪れたい場所では、海、海の近くが最も多く、次いで歴史資源・

文化資源、自然や生態系が豊かな場所であり、これらは、勝連城跡から望んだ景観

で印象に残っているものであると考えられる 

 ・回遊にするにあたって望むものでは、ベンチや東屋など休憩できるスペース、観

光資源マップや回遊コース、木陰ができる大きな樹木などの意見が多く、回遊する

ためのコースや休憩できるスペースが求められている 

  

勝連城跡周辺回遊観光整備基本計画の策定に向けた 

観光客意向調査結果 
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３．アンケート結果 

Ｑ１ 性別 

・回答者の性別は男女ほぼ同じ程度であった。 

 

  回答数 

男 162 

女 186 

無回答 0 

 計 348 

 

 

 

Ｑ２ 年齢 

・回答者の年齢は、20代が最も多く、次いで 30代、40代であった。 

・９月にアンケートを実施したことにより、20～30代の若い世代が多かった。 

 

  回答数 

１０歳代以下 26 

２０歳代 91 

３０歳代 76 

４０歳代 66 

５０歳代 41 

６０歳代 43 

無回答 5 

 計 348 

 

 

Ｑ３ 住まい 

・回答者の住まいは、県外が最も多く半数以上を占めている。 

・また、海外からの訪問者が約 1割いる。 

 

 回答数 

市内 25 

県内（市外） 99 

県外（国内） 196 

国外 25 

無回答 3 

 計 348 

 

 

男
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26%
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19%
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12%
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13%

年齢

市内

7%

県内
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29%

県外

（国内）

57%

国外

7%

住まい
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Ｑ４ 同行者 

・同行者数は１人が最も多く、次いで２人、３人であることから、少人数で訪問者が多い。 

・同行者との関係では、家族が最も多く、次いで友人、夫婦であった。 

 

【同行者数（自分含まず）】 

  回答数 

同行者なし 16 

１人 137 

２人 69 

３人 57 

４人 16 

５人以上 44 

 

【同行者との関係】 

  回答数 

夫婦 60 

家族 108 

恋人 25 

友人 99 

その他 27 

 

その他の意見 

○同僚・会社、○いとこ・親戚、○部活・サークル、○大学のゼミ、○遠足 

 

 

Ｑ５ ここまでの交通手段 

・ここまでの交通手段は、レンタカーが最も多く、次いで自家用車となっている。 

・路線バスや観光バスの利用での訪問は少ない。 

 

 回答数 

路線バス 8 

観光バス 16 

レンタカー 183 

自家用車 120 

その他 21 

 計 348 

 

その他の意見 

○バイク、原付、○タクシー、○歩き、○自転車 

同行者なし
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Ｑ６ 沖縄県及び勝連城跡周辺への訪問回数 

・沖縄県への訪問回数は、５回以上が最も多く、次いではじめて（１回）、2回となって

いるのに対し、勝連城跡への訪問回数は、初めて（１回）が７割以上となっている。 

・このことから、勝連城跡へのリピーターが少ないと言える。 

 

 

【沖縄県への訪問回数】 

 回答数 

１回 68 

２回 36 

３回 39 

４回 15 

５回以上 74 

 

 

 

 

【勝連城跡周辺への訪問回数】 

 回答数 

１回 202 

２回 31 

３回 22 

４回 3 

５回 25 
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Ｑ７ 訪問のきっかけ 

・訪問のきかっけでは、旅行情報誌が最も多く、次いで友人等の紹介となっている。 

・ホームページやインターネットによる情報をきかっけで訪問した人は少ない。 

 

 回答数 

観光案内所の紹介 14 

旅行情報誌 122 

ホームページ 11 

インターネットによる情報 33 

旅行会社の紹介 2 

友人等の紹介 101 

テレビ・ラジオ・新聞等 20 

その他 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光案内所名称 

○首里城、○海中公園、○ぬちまーす 

 

情報誌名称 

○るるぶ、○ことりっぷ、○まっぷる、○ちゃらなび、○空港やホテルの小冊子 

 

ホームページ名称 

○うるま市の観光ＨＰ、○Ｆａｃｅｂｏｏｋ、ブログ等、○うるま市観光案内ＨＰ 

 

その他のきっかけ 

○JTB、○城めぐりの為、○家族の紹介・同行、○地元なので知っていた、○立寄り、 

○県外の友人を頻繁に連れてきている(絶景なので)、○仕事、○道路の看板、○通り

すがり、○日本の世界遺産を巡っている為、○島内一周の際、○県内ドライブ、○タ

クシーの運転手さんからの口コミ 
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Ｑ８ 勝連城跡周辺で訪れたい場所 

・勝連城跡周辺で訪れたい場所は、海、海の近くが最も多く、次いで歴史資源・文化資源、

緑などの生態系が豊かな場所であった。 

・逆に。地域の産業に関する体験等への参加意向は少なかった。 

 

  回答数 

歴史資源・文化資源 185 

飲食店 111 

お土産を買える場所 69 

海、海の近く 227 

緑などの自然や生態系が豊かな場所 130 

現在の地域住民の暮らしを見学・交流できる場所 42 

農業・漁業を見学・体験できる場所 40 

ＩＴや製造業などの地域の産業を見学・体験できる場所 14 

その他 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の意見 

○景色の良い所、○古い集落、○サンエー、○休憩所、 

○海中道路、○泡瀬漁港での食事 

  

53%

32%

20%

65%

37%

12%

11%

4%

2%

歴史資源・文化資源

飲食店

お土産を買える場所

海、海の近く

緑などの自然や生態系が豊かな場所

現在の地域住民の暮らしを見学・交流できる場所

農業・漁業を見学・体験できる場所

ＩＴや製造業などの地域の産業を見学・体験で…

その他

勝連城跡周辺で訪れたい場所
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Ｑ９ 回遊するにあたって望むもの 

・回遊するにあたって望むことは、休憩スペースが最も多く、次いで観光資源マップや回

遊コース、木陰ができる大きな樹木であった。 

 

 

 回答数 

コミュニティバスやベロタクシーなどの利用しやすい公共交通 96 

レンタサイクル・バイク 104 

自転車専用道路 56 

駐輪場・駐車場 133 

ベンチや東屋などの休憩できるスペース 220 

飲食やお土産品を購入できるスペース 143 

観光資源マップや回遊コース 204 

統一感のあるデザインされた看板やサイン 92 

住民ガイドによる説明や案内 82 

沖縄らしい色鮮やかな植栽 173 

木陰ができる大きな樹木 179 

手入れがされたｺﾐｭﾆﾃｨｶﾞｰﾃﾞﾝ（地域の庭） 57 

水辺区間・親水空間 74 

スタンプラリーなどのゲーム性 60 

街路灯などによるライトアップ 126 

その他 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の意見 

○クーポン券、○パンフレット、○ＨＰや情報誌による情報、○夜景を楽しめる、 

○レンタカー、○オリジナルグッズ、○セグウェイ、○沖縄の言葉の紹介、 

○今のままで 

 

28%
30%

16%
38%

63%
41%

59%
26%
24%

50%
51%

16%
21%

17%
36%

4%

コミュニティバスやべろタクシーなどの利用…
レンタサイクル・バイク

自転車専用道路
駐輪場・駐車場

ベンチや東屋などの休憩できるスペース
飲食やお土産品を購入できるスペース

観光資源マップや回遊コース
統一感のあるデザインされた看板やサイン

住民ガイドによる説明や案内
沖縄らしい色鮮やかな植栽
木陰ができる大きな樹木

手入れがされたｺﾐｭﾆﾃｨｶﾞｰﾃﾞﾝ（地域の庭）
水辺区間・親水空間

スタンプラリーなどのゲーム性
街路灯などによるライトアップ

その他

回遊するにあたって望むもの
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Ｑ１０ 自由意見 

・ 

 

【自然・景観について】 

○海がきれいで絶景やった。 

○自然のままの空間 

○自然のままが良いと思います 

○眺めが良かった。 

○眺めがキレイで良かったです。" 

"・凄く景色が良く楽しかったです。 

眺めが良かったです 

"暑かったですが、行って良かったです。 

絶景が見れて満足です" 

壁に策が無く、そのまま下をみていたので、とても楽しかったです。 

"雄大なスケールの城跡が素晴らしかった。 

"・景色がよかった。(子供には) 

"石の階段が急だった 

景色がキレイだった" 

"初めてこんなあたりに来たのですが、とてもきれいで快適だと思い眞した。 

このまま「観光地」みたいにはならず、今のまま、色んな所が廻れようになって欲しいです。" 

自然を活かしつつ、開発できればよいと思います。 

自然に触れ合える場所だったので、のんびりした。 

"階段がないと、もっと大変だったと思うが、適度に階段が設置されていて良かったと思う。 

ここに来るまで、こちらが世界遺産に登録されていることを知らなかったが、とても景色等がよ

くて、暑くて疲れたが来てよかったと思った" 

勝連城跡が景色を含め素晴らしかった。 

えん道の景色が素晴らしいと思った。 

景観が素晴らしかったです。 

"城跡からの海が、とても美しかったです。 

徒歩じゃないと楽で良いです。" 

自然が残っていてなかなか日常生活では感じないものを感じた。 

景色がキレイ 

シンプルで良かった。すごく見晴が良かった。 

素晴らしい景色。また、きます。 

勝連城跡頂上から周辺の景色が見えると思いますが、それぞれどこがどこなのか(例えば、こ

の方角に首里城があります、、、など周辺の地図がめると頂上まで上がった際にただ景色

がきれいだね、で終わる事なく観光客により沖縄の事を知ってもらい他の観光地に行って

もらう機会になるのでは？と思います。 

景色がとてもきれいで癒されました！青い海が見られる絶景ポイントですね！また来たいで
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す。 

海がきれいに見えた。ので、わかりやすく、近くに行けて、砂浜を歩いたり、海に足をつけられ

たら、気持ちよいだろうな。 

勝連城跡の上からの景色がとてもすてきでした。ぜひ、後世まで残していってほしと思いまし

た。 

城の上からの景色がとてもよかったです。 

落ち着いて景色を望めました。改修などが終わったらまた来たいです。 

"勝連城から眺め、海がとてもきれいでした。 

海はサンゴが死んでいて、魚も少なかったので少し残念でした。" 

正直、世界遺産という気がしなかったです。景色が素晴らしかったので気持ちが良かったで

す。歴史がわかるものが車に充実すればよい気がしました。 

"海がとてもきれい 

景色もきれいだったし楽しく観光も出来た 

城跡にフェンスなどがないことが、かえって景観が楽しめました。ロケーション自体も素晴らし

いのですが、城跡の形そのものがおきんわらしくすてきでした。よく手入れされていました。 

そのままの自然が良いなあ。 

海がとってもきれいに見れて良かった。勝連城跡に来てよかったです。 

"芝生がきれいで空と海の青さと城壁の白とのコントラストが良かった。 

"城跡の上に日陰がないので、長くいることができなかった。 

見晴らしがとてもよい" 

 

 

【休憩・飲食等について】 

○軽食を近くで食べれる良いと思う 

○休憩所内にカフェや体験ができる場所が欲しいです。 

○日差しが強いので所どころ休める所がほしい 

景色がキレイでした。来られて良かったです。 

○暑すぎたので木や草などで日陰を作って欲しいと思いました。 

ベンチがあったらいいな 

風景をながめられて、休憩ができる涼しい場所、木陰の下にベンチなど 

○不可能かもしれませんが、勝連城内で長くいられるための木陰や座る所等があれば良いと

思うが、、、 

"お年寄り客に対して日陰が少ないので城までの間に休憩所(小さい物)の必要 

※水分の補給も併せて考えて下さい。" 

・うちわとか配って欲しい" 

頂上に休憩できる屋上があると良い。 

・南風原に茶屋を設置 

"・城跡の近くに小さい休憩所が欲しい 

城跡の景色のよい所にカフェ等できれば地元の人も何度も来ると思う 

・休憩所が欲しい" 

・木影や休憩所等の設置" 
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ベンチが欲しい 

"お土産店等があり、前より来たくなりました。イスの席の休憩所もあるといいと思います。 

定期的にうるま市の芸能を披露して欲しいです。" 

最高 

"勝連城跡に登ったけど、あつい時期は上の方にベンチの用のイスを設置があると良いと思

う。 

あと、エスカレーターの設置があるともっといいかなと思います" 

場内の休憩する所 

休む所がすくなかったです。 

木陰でちょっとした休憩所がほしい。 

休憩できる場所がほしい。勝連城の一番上から見たとき、ごみがあったのが残念でした。 

・海の見えるカフェなど。 

一番上からの景色が良かった。少し休む休憩スペースがあればよい。 

名物の食べ物を売る店があるとそれを目当てに観光客が来やすい。もずく肉まんや島らっき

ょ等は既にあるのでないものがよい（できればＢ級グルメかスイーツ） 

ｃａｆｅ 

夏場にはソフトとか食べたい。 

飲み物のサービス等があってとても良かった。 

ソフトクリームを売って欲しいです。 

海岸沿せに比べ、休憩するロードパークなどが少ない。増やしても良いと思います。" 

車イスで入場でき大変助かりました。休憩所もあり、疲労回復できました。良い敬老の日にな

って良かったです。 

 

 

 

【案内・サインについて】 

○順路やその場所に関する説明を分かりやすく表示して欲しいです 

分かりやすくい案内板の設置 

・城内遺跡の説明看板の充実 

案内板(方向がわかるように) 

ちゃんと説明のボードがあったので良かったです。 

・案内道が厳しすぎると思う。 

"県内在住ですが、阿麻和利のルート等、他の城跡(中城、座喜味城跡)と関連して、案内し

て頂くとさらに琉球史を深く掘り下げられると思います。 

(勝連だけに限らず) 

沖縄観光を盛り上げていきましょう。" 

勝連城の事をもっと詳しく説明するところがあったほうが良い 

"県外在住者ですが、車以外のアクセスがわからなかったです。 

バス等公共交通時間でのアクセスがわかりやすいと助かると思います 

世界遺産というのが道路を通っていてパッとわかる目印、看板があるといいです。 

勝連城跡の入り口があまり目立ってないのでもっとアピールしても良いかと思います。" 
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日陰が少ない 

・無料案内人がいて欲しい 

"南風原地区について、勝連城跡しか観光スポットを知らなかったです。(南部から来たので

菅、いつも海中道路、イオン、ニトリくらいしか行った事がありませんでした。)勝連城跡以外

の歴史資料にも興味があるのですが県外出身なので説明して頂ける方がいるとより深く知

ることができると思います。 

勝連城跡が分かりずらく通りすぎた。 

案内版があれば 

"城跡まで来るのに分かりやすかった。 

城跡は整備されていて、大変良かったです。ありがとうございました。" 

道路の案内表示が少なくなかった。 

"勝連城跡は他の城跡と違って柵がないところが非常に「良い」と思います。歴史背景を知っ

ているともっと楽しいと思うので、歴史の資料館や琉球王国東一までの年表などがまとまっ

た簡易的な案内板などの整備が必要かと思います。 

海の見える景観が本当にきれいだったので、観光パンフレットでもそこをもっと押したらいいと

思いました。途中案内看板が少なかった。 

 

 

 

【情報発信について】 

○この様な勝連半島近辺や東海岸の情報があると良いと思う。 

周辺の観光素材に関わる情報が少なかったので、事前に何が魅力なのかをイメージできる

情報発信は必須かと思います。 

観光客へのＰＲ不足かな？ 

観光客へのアピールが少ないように感じます。 

地域の皆さんが、どこまで協力していくのかが観光を活性化するカギだと思う 

うるま市には素敵な観光資源がたくさんあるのに、それぞれのアクセスがとても悪いので、市

全体の観光周遊バスがあれば便利だと思います。" 

"勝連城跡は世界遺産であるのに、あまり目立たない表示でした。レンタカーのナビンきは登

録されていませんでした。 

 

 

【交通・道路について】 

○道路脇の雑草が刈られていなく手入れ不十分(うるま市だけではないが) 

○交通の面で便利になって欲しいです 

歩道の整備をしてほしいです。うるま市に限らず歩道あるのだけど草がぼうぼうで歩行しずら

いところが多すぎる。又歩道と自転車道の区別があるとありがたいです。 

せっかくの世界遺産なので道の整備をされた方が良いと思いました。 

景色がきれいで再訪しました。天気なく非常に満足しました。登る際に、ご年配の夫婦がいら

っいましたが、頂上までの道がきつすぎて最後まで行けてませんでした。登り易い道を作る

等してあげた方が良いかと思います。 
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駐車場が道路反対側にあったのが危険だと思います。" 

"雑草の手入れ、階段の整備をもう少しただ〇なども頂上になく逆に手つかづのようでよかっ

た。 

バリアフリーの人達の為に通路があるとどんな人でもこれると思う。斜面道路の整備、外灯、

有料じゃない方が県内や県外の人が気軽に来れると思います。 

障害者に優しい道路整備 

"石川から公共交通機関でやってきました。とにかくアクセスが不便（バス本数少ない）であつ

っくて大変でした。 

 

 

【植栽や雑草等の維持管理について】 

雑草をキレイにしてほしい。 

○"・植栽をもっとキレイに 

○・雑草が多い" 

"・植栽が重要 

・木や花などでなくそのままの姿をもっとお花畑があったらいいと思います。 

残した方が良いと思います。" 

眺めが良かった 

木影、道中に木を入れて、沖縄の特有の植物 

"あまり開発されてない沖縄らしい自然を感じられるところを多く残して欲しいです。 

空に浮かんでいるような城壁に雄大さを感じ感動しました。 

自然を活かした観光地づくりをし大いに望みます。 

案内所の対応が良い。県道の横断が不便、さつせきじょうがうるさい。 

 

 

【バリアフリーについて】 

○上まで登る時、ごつごつした石が多かったので、もう少し階段やスロープを作って欲しい。" 

○キレイなはしごがあり、歩きやすかったが、景観が少し崩れてる気がした。 

○階段や手すりがあって登りやすかったです。 

○急な階段が多いのでもう少し滑り止めを増やして欲しいです 

○階段のところが高齢者ではきついのでは？ 

・老人や障害者を持っている人が回遊できるルート整備 

○手すりがサイドにあるとありがたい 

・足元が厳しい。雑草が多い。特に一番上 

足が弱っている老人でも上まで登れるように。 

"杖が借りられて良かった。 

年寄りを乗せた車輪の乗入ができて良かった。 

"下りが大変だった。 

年寄りに便利なリフト等があれば尚良い。 

"手すりがあればよい。パイプはダメ" 

階段が多いかなと思う。 
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"木の階段ができて歩きやすかった。 

石の階段の下りが滑りそうで少し怖かった。" 

足場が悪いのは少し危ない、、、。 

けどそれもまた良い。" 

・眺めがすばらしかったが、安全ではなく子供が落ちないか不安だった 

最上段は壮大ですごい景色がキレイでした。でも、落ちそうで怖かったです。 

遊歩道が整備されて歩きやすかった。 

足元がやや不安定だった。 

階段等ができていて、前よりかなり登りやすくなってました。 

足が滑りやすいところがあって、年寄りには神経を使う所だった。 

海中道路他 

石で出来た階段が結構すべりやすくて危ないきがする。 

階段が歩きにくいとこがあった。 

階段を下りる時に目の錯覚で、段差がわかりずらいきがした。 

道や階段が整備してあり良かったですが、年配の方や赤ちゃん連れが利用しやすいようなス

ロープなどあったら、もっといいと思います。 

"階段のある事 

無料" 

滑りやすかったので、ちょっと危険かなと思いました。 

城跡に登る時に階段が途切れているところがあり、少し上りづらかったです。 

保全状態がよい。安全のため設置している階段が周辺の景観となじんでいないので、景観に

配慮した安全設備があるとよい。 

エスカレーター 

柵が少なくてよかった。危ないからと柵が多いと景観を損ねて嫌です。 

勝連城跡の階段が斜めになっている事 

楽しかった 

海が見えて最高だった。改善してほしい所は階段が急なので滑りやすいので、階段。 

車イスで観光できるように整備してほしい。 

自然の階段がいいと思いますが、風化することもあるので、木の階段もいいですが、何かい

い方法はないでしょうか。 

勝連城の階段がきつかったので、多少整備されても良いかと思います。 

階段等が新しく整備されていて良かった 

階段が少し怖かったですが、綺麗でした！プラス日陰がほしい。 

暑い日に休憩所で涼め他ので大変助かりました。 

石で出来ている花壇が斜めになっていてあるきにくかった。 

"素晴らしい。あまり会整備しすぎる方がシークレットにしておきたい。看板などはいらない。

（最低限で）休憩所は大変良い 

 

 

【観光ガイドについて】 

○無料ガイドがいつでも利用できるようになって欲しい 
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○観光案内所があるといい 

○阿麻和利時代の暮らしがわかる説明、ガイドさん。 

○勝連城跡からの景色が良かった。説明版等がもっとあると、分かりやすいです。 

・予約なしでも、観光ガイドが受けられ嬉しい 

（有料でも受けたいなと思いました) 

ありがとうございました。" 

"城について知りたい 

ガイドがあったら利用したい" 

ミニバスツアー等があると面白いと思う。 

ガイドツアー（30 分から 1 時間）があるといろんな話を聞くことができていいと思います。初め

て勝連城跡に来ましたが、気持ちがよい空間でした。 

子どももいるのでお手頃な値段でバスツアー等があれば嬉しいです。" 

観光スポットの説明があると良いです。 

案内ガイドが必要 

せっかく歴史的意義が大きいので、その内容についてイアホンガイド等で案内がきけたり、一

つ一つの場所の解説が付いていたりするともっと良い。 

 

【料金について】 

○勝連城が無料なのは嬉しい(びっくり） 

○"入場料取ってもいい。300円〜400円程 

有料化、観光化は避けていただきたい。 

 

【イベントや歩くための仕掛けについて】 

○勝連城が無料なのは嬉しい(びっくり） 

○"入場料取ってもいい。300円〜400円程 

○周辺のイベント開催(今回は伊計島の美術展見学での立ち寄り)" 

・ワイトゥイ等へ行くための仕掛け 

※スタッフ衣装、写真撮影サービス(コスプレ) 

※スタンプラリーや写真撮影の提案 

"・当時(阿麻和利の時代)を感じられる建物やスタッフ出演。 

※「恋の聖地」のようなスポット登録 

人工的な建築物は不要。今のままでよいと思います。今アンケートを書いているこの場所は

投資すべき沖縄本島にある 5 つのグスクのスタンプラリーや関連宣伝があれば無理してで

も全て廻りたいと思います。今回行きつくした為「グスクにでも行くか」というのりでした。動

機の上位になる工夫が必要と思えます。ただ、来てみて大変すばらしくもっと早くに来るべ

きでした。 

また、若い人には、レンタサイクルを活用してもらうために、駐車場と併設のレンタサイクルを

設ければよいかと思います、自転車だと海中道路を渡った先にも足を延ばせると思うの

で、そちら側の洞窟も整備されれば面白いと思います。" 
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【その他】 

○とても良かったです。又、来たいと思います。 

○泡瀬方面から海中道路までドライブに良かった。 

○伊計島のイチハナリアートの情報が得られた事、今日は伊計島まで訪問する予定。 

"○石垣だけの歴史を感じる。 

○日本ではないような景色が見れて良かった。 

・地元人と観光客が接することができるような場" 

・人が良い 

・おもてなしが良い 

"・良かった 

・漁港のセリ見学 

個人的には整備されていなかった頃の城跡が好きでしたが観光客の方には今の方が良いと

思います。 

作り込みすぎない方が良いと思います。 

"・作り込みすぎてない素朴さが良かった 

"訪れて良かったです。 

多くの方に知ってもらえると良いですね。" 

"・城跡入口の整備 

手を加えないで今のままでいい 

街区全体の歴史や生活等が感じられる統一感が欲しいですね。 

勝連城の圧倒される姿が素晴らしく感動しました。この様な、建造物は初めて見たので、沖

縄の歴史について詳しく知りたいと感じました。 

"この雰囲気をこのまま残してください。 

以前来た時より開発されていて少し残念に思います。 

居住の方は不便かもしれませんね、、、" 

お城の再現(一部)あったらもっといいかも。 

以前によりキレイだった。 

涼しい時期にもう一度来てみたい 

ありがとうございました。" 

皆、親切なこと。 

夏であついので売店に汗拭きシート等を置いていただけると助かります。" 

那覇とは違う異世界を感じられました。" 

日陰がもう少し欲しい 

昔の面影がなくて少しさびしいけど、観光向けには良いと思います。" 

キレイだった。 

・ＪＡのような地場産の果物や野菜を買えるところがあるとうれしいです。 

阿麻和利夫妻の銅像を建立してください。 

改善はしてほしい所はないです 

又、観光したい（観光したいと思った） 

階段がきれいすぎて城とあってない 

・工場見学などしてみたいです（名護のオリオンビール工場みたいなもの）" 
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今から行くのでよくわからない 

涼しいところ 

勝連城跡の保存について、原形を大切にして、あまり手を加えないでほしい。少しでもありの

ままに。 

石がいっぱいあるからおもしろい。顔が変だった。 

石の形がかたまって、その上にお城があるのかなと思いました。とてもおもしろかったです。

お城も見てみたいです。 

夏は暑いので日陰がもっとあると良いかなと思います。 

無料で沢山たのしめて良かったです。 

整備整っており、過ごしやすい。中城城跡はもっと整備してほしい 

工事途中のように見える所は残念。少し入場料がかかってもいいので整備を急いでほしいで

す。" 

"勝連城はきれいに整備されていてよかった。 

観光地化されすぎず良かった。⇒重要" 

観光地化されすぎておらず良かった。" 

そんなに手を入れていなくて良かった（人工的なものが少ない） 

テレビで見た以上にすばらしい。 

Impressive keep going 
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