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I  総説 

 

1 観光振興の重要性 

人口減少時代の日本において、地域内の人口規模が小さい地方部は、都市部と比べて消

費活動の縮小、生産活動の停滞の度合いが大きく、ただちに人口を増やすのは難しい。そ

の状況において、地域活性化を図るための手段として域外から旅行者や短期滞在者によ

る「交流人口」増加策が有効であるとの認識が高まっています。日本はこれまで貿易大国・

技術大国を誇ってきましたが、近年は「観光立国」を目指し、政府は観光庁を設置して観

光政策を展開するなど取り組みを強化しています。 

 

世界に目を向けると 2014 年には海外旅行者数は 11 億人を突破し、更に増加を続けて

います。特に急激な経済成長を遂げているアジアにおいては、かつて日本人が経験したよ

うに海外旅行がブームになっています。日本を訪れる観光客も 2013 年には初めて 1,000

万人を超えましたが、2014 年には 1,300 万人を記録し更に増加が予想されています。特

に、円安や LCC（格安航空会社）の普及などが人の移動を更に容易にし、また大型クル

ーズ船のアジアルートも増加しています。 

 

2020 年の東京オリンピック開催決定により、外国からの観光客は更に増加することが

予想され、政府は 2020年をめどに 4,000万人の外国人観光客数を目指しています。一方、

世界的に観光産業の重要性が高まるということは、有望な産業として国内外との競争が

激しくなるということでもあります。インターネットの普及により世界中で情報格差が

無くなっており、観光地に関する情報も瞬時に入手することが可能な時代になってきた

ため、インターネットを活用した外国人向け観光情報発信の重要性は高まっています。 

 

こうした中、アジアの中心に位置する沖縄は、優位性と同時に激しい競争に晒されてい

るということを認識する必要があります。沖縄県への観光客数は順調に増加しています

が、今後は県内各地域間の競争も激しくなることが予想されます。 

北中城村においてもこうした国内外及び県内の観光を取り巻く環境を認識したうえで、

地域特性を活かした観光振興を図る必要があります。 

 

2 観光振興計画策定趣旨 

現在、北中城村では「健康」「元気」「長寿」をキーワードに、住民のライフスタイルや

ホスピタリティ、緑豊かな自然、世界遺産中城城跡に代表される歴史・文化資源、地域の

伝統的な暮らしや生活文化などを活かしたむらづくりが進められています。こうした中、

アワセ土地区画整理事業地内に 2015 年に開業した大型商業施設は、村経済に大きな効果

をもたらすものと期待が高まっています。加えて、同地域内には 2016 年に最先端医療施
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設を備えた大型病院が開院、他にもスポーツ施設や住居等の設置が予定されており、更な

る発展を目指した取り組みを進めています。 

これによって、県民はもちろん県外・国内外の観光客の北中城村及び周辺地域への大き

な流入が予想されています。一方、特定の地域への県民や観光客の急激な集中による村内

の小規模店舗の利用者減や交通渋滞、環境への影響も懸念されることから、村内流入者増

加に伴う懸念事項の対策も必要になっています。 

 

こうした北中城村の観光を取り巻く環境の変化に対応するため、観光振興に関する明

確な理念と目標を設定し、戦略的に取り組む必要があります。新たなむらづくりの一環と

して、｢賑わいのある観光地としての北中城村｣を目指すための指針となる観光振興基本

計画を策定し、今後の地域活性化と北中城村全体の持続的な発展の指針とします。 

 

3 計画策定のねらいと位置づけ 

沖縄県への観光客の増加が続いています。北中城村全体の持続的な発展を図る上でも

観光産業の振興は重要な課題であり、中長期的な視点での計画を策定することで成長へ

の道標を示すことをねらいとします。ここで重要な視点は、本観光振興基本計画策定に村

民が主体的に関わることです。村が中心になりながらも、幅広い関係者が策定のプロセス

に関わることで将来の村の振興を考えることが重要です。北中城村が今回の計画策定プ

ロセスを通して「北中城ブランド」を構築し、周辺地域との連携を深めながら、中部圏域

の成長のエンジンの役割の一翼を担うことが重要な視点といえます。 

 

北中城村では、2015 年度（平成 27 年度）に策定された北中城村第四次総合計画の個別

計画の位置づけとして本観光振興基本計画を策定します。 

 

4 計画の期間 

計画期間は 2016 年度（平成 28 年度)から 2020 年度（平成 32 年度）の 5 年間としま

す。ただし、計画の進捗や社会情勢の変化等に応じて必要な見直しを行ないます。 
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II  観光を取り巻く環境 

 

1 北中城村の観光にかかわる外部環境 

(1) 世界の国際観光の動向 

 

© 2015. World Tourism Organization (UNWTO) all rights reserved. 

i. 主要な動向と概要 

UNWTO（国連世界観光機関※１）によれば、国際観光客到着数※２は 2012 年に 10 億

人を突破、2014 年には 11 億 3,300 万人に達し、その伸びは著しい。また、冒頭の図

より見て取れるように GDP、雇用、輸出など経済面においても与える影響は大きい。 

国際観光客到達数を国別に見ると米州が最も延びており 8%増、ついでアジア・太平

洋及び中東が共に 5%の増となっており、ヨーロッパは 3%増、アフリカは 2%の増と

なった。フランス・米国・スペイン・中国はランキング上位を維持した。 

世界全体の国際観光収入は、2013 年の 1 兆 1,970 億米ドルから 2014 年は 1 兆 2,450

億米ドルへ増加し国際観光客到着数と共に著しい伸びを見せた。フランス・米国・スペ

イン・中国は到着数及び収入においてもランキングの上位を維持した。 

世界最大の送客市場である中国は、その際立った成長を維持し、2014 年の国際観光

支出を前年比 27％増加し合計で 1,650 億米ドルに達した。日本においても 2014 年の

訪日観光客は台湾・韓国についで中国から 241 万人となっており、これは全体の 18.0%

を占めている。 

2015 年 1 月の UNWTO 予測は、2015 年の国際観光客到着数を前年比 3%から 4%

の増加と見込んでいる。地域別予測では、2015 年はアジア・太平洋及び米州（共に 4

～5％増）が最も力強く成長し、ヨーロッパ（3～4％増）、中東（2～5％増）、アフリカ

（3～5％増）が続くものと見込んでおり、世界的に堅実な伸びが予測されている。 

※１ 国連世界観光機関：誰もが参加できる持続可能で責任ある観光を促進することを使命とする国連の専門機関 

※２ 国際観光客到着数：一泊以上の訪問客（各国・地域ごとに異なる統計基準により算出） 
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ii. 国別外国人旅行者受入数 

日本は 2012 年（平成 24 年）の 836 万人（33 位（アジアで 8 位））から 2013 年（平

成 25 年）1,036 万人（27 位（アジアで 8 位））となり、人数、順位ともに上昇した。

2014 年（平成 26 年）の訪日外国人旅行者数は、前年比 29.4％増の 1,341 万人であり、

2013 年（平成 25 年）の外国人旅行者受入数ランキングでは 20 位に相当する。 

 

外国人旅行者受入数ランキング（2013 年（平成 25 年））         単位：万人 

 

出展：観光庁 平成 27 年版 観光白書（UNWTO、各国政府観光局資料に基づき日本政府観光局作成） 

※各国・地域ごとに異なる統計基準により算出されており、比較する際には統計基準の違いに注意  
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iii. UNWTO 長期予測 - 国際観光客到着数 -（UNWTO Tourism Towards 2030） 

UNWTO（国連世界観光機関）によると、世界全体の国際観光客到着数は、2010 年

から 2030 年にかけて世界的に年平均 3.3％増加すると予測されている。成長率は当初

の 3.8%増から 2030 年の 2.9％増と次第に伸び率が減少すると見られている。国際観

光客到着数の絶対数は 1995 年から 2010 年までの年平均 2,800 万人の成長に対し、年

平均 4,300 万人のペースで増加すると予測されている。この予測による成長率によれ

ば、国際観光客到着数は世界全体で 2020 年までに 14 億人に達し、2030 年までには

18 億人に達すると見込まれている。日本政府が掲げる訪日外国人観光客を 2020 年ま

でに 4,000 万人とする目標値はこの長期予測の 2.9%を占めることとなり、2014 年の

実績値（国際観光客到着数 11 億 3,300 万人、訪日外国人観光客 1,341 万人）の 1.2%

より世界市場におけるシェアが倍増すると予測できる。 

 

地域別で最も力強く成長するのは日本を含めたアジア・太平洋で、国際観光客到着

数は 2014 年の 3 億 3,100 万人から 2030 年には 5 億 3,500 万人(年 4.9%増)に到達す

ると予測している。中東及びアフリカも到着数はそれぞれ倍増以上の割合で伸びると

見込んでいる。ヨーロッパ及び米州は比較的緩やかに成長すると見込まれている。 

 

これらの急速な成長の恩恵を受けて、世界市場におけるアジア・太平洋(2010 年の

22%から 2030 年に 30%)、中東、アフリカのシェアは、すべて増加すると予測されて

いる。その結果、比較的成熟したデスティネーションの低成長により、ヨーロッパ及び

米州の国際観光のシェアは更に低下していくと見込まれている。 

 
© 2015. World Tourism Organization (UNWTO) all rights reserved. 
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(2) 日本の国内観光の動向 

i. 訪日旅行の情況 

2014 年の訪日外国人旅行者数※表１は、初めて年間 1,000 万人を突破した前年をさらに

上回り、1,341 万人（対前年比 29.4％増）となり、2 年連続で過去最高を更新した。 

このような状況の下で、多くの国・地域からの年間訪日外国人旅行者数※表２が過去最高

を記録した。 

 

訪日外国人旅行者数の推移※表１                      単位：万人 

 

出展：観光庁 平成 27 年版 観光白書（日本政府観光局資料をもとに観光庁作成） 

 

 

訪日外国人旅行者の内訳※表２（2014 年（平成 26 年）） 

 

出展：国土交通省 平成 27 年版 観光白書（日本政府観光局資料より作成） 
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まず、アジアからの訪日外国人旅行者は、1,061 万人で前年比 33.5％の伸び率となっ

た。訪日外国人旅行者に占める割合は 79.1％に達している。 

台湾の 2014 年の訪日旅行者数は 283.0 万人で、3 年連続で過去最高を記録するととも

に、全市場における年間の最高記録を更新した。LCC の浸透により個人旅行が活況を帯

びており、リピーター比率は 75％を超えている。 

韓国については、2014 年（平成 24 年）4 月中旬に発生した旅客船沈没事故を受け、船

舶を利用した外国旅行の自粛や修学旅行のキャンセルが発生し、上半期の訪日旅行に影

響を及ぼしたが、夏の旅行シーズンを契機に訪日需要の回復が見られ、年間の訪日旅行

者数は 275.5 万人と過去最高を記録した。（これまでの過去最高は 2007 年（平成 19 年）

260.0 万人） 

中国は、2013 年（平成 25 年）9 月以降は好調に推移し、2014 年（平成 26 年）は初

めて年間 200 万人を突破し、年間 240.9 万人の過去最高を記録した。2012 年～2013 年

に訪日旅行需要が伸び悩んだが、大型クルーズ船の寄港や航空便の新規就航などにより

大きく反動した。 

 

ii. 国際コンベンションの開催情況 

国際会議関連団体・事業者を会員とする国際団体 ICCA（国際会議協会）の統計によれ

ば、世界全体の国際会議の開催件数は増加傾向である。地域別の開催件数については、国

際機関・学会の本部の多くが設置されている欧州が世界全体の約半数を占めているが、

急速な経済成長を背景にアジア・中東・オセアニア地域や南米地域は特に開催件数の伸

びが高い。アジア・中東・オセアニア地域や中南米地域の国際会議開催件数は、過去 10

年間で、それぞれ約 1.6 倍、約 1.9 倍に増加している。 

アジア太平洋地域における国際会議開催件数を国別に見ると、近年、我が国を含む主

要 5 ヶ国（日本、中国、韓国、シンガポール、オーストラリア）の開催件数は増加傾向で

ある。同地域内の主要 5 ヶ国の総開催件数に占める我が国のシェアは、1995 年（平成 7

年）の 40％から低下を続け、2005 年（平成 17 年）は 27％に落ち込んだ後、横ばいが続

いているが、26.1％のシェアを確保し、同地域内において 3 年連続首位となった。 

 

出展：国土交通省 平成 27 年版 観光白書（日本政府観光局資料より作成） 
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iii. 国内旅行の情況 

日本経済は、2013 年（平成 25 年）においては、金融緩和、財政出動、成長戦略の「三

本の矢」による「アベノミクス」で株高となり、内閣府「日本経済 2013-2014」（2013 年

（平成 25 年）12 月）によると、景気は緩やかに回復しつつあると判断されていた。 

2014 年（平成 26 年）の景気は、内閣府「日本経済 2014-2015」（2015 年（平成 27 年）

1 月）によると、雇用・所得環境の改善に支えられ、緩やかな回復基調を持続しているも

のの、消費税率引き上げや輸入物価の上昇等による物価上昇の中で個人消費に弱さが見

られるとされている。このような消費全般の動向は、観光に対しても影響を与えたと考

えられる。 

2014 年（平成 26 年）は、交通インフラの充実が図られた一年でもあった。まず、航

空では、3 月 30 日より、羽田空港の国際線の発着枠が年間 3 万回増加し、年間発着枠が

44.7 万回となった。また、道路では、6 月に圏央道の相模原愛川 IC～高尾 IC が開通し、

圏央道により関越道、中央道、東名高速が接続した。港湾でも、4 月に那覇港クルーズタ

ーミナルの供用が開始された。 

 

国内宿泊観光旅行の回数及び宿泊数の推移（2014 年（平成 26 年））      単位：泊 

 

出展：国土交通省 平成 27 年版 観光白書（観光庁「旅行・観光消費動向調査」による） 

  

国内宿泊旅行に行った延べ人数は 2011 年（平成 23 年）から 2013 年（平成 25 年）

までは増加していたが、2014 年（平成 26 年）は前年比 4.8％減（3 億 499 万人）とな

った。国内日帰り旅行は前年比 0.9％減（3 億 771 万人）となった。この要因として

は、一般的な消費の動向と同様に、消費税率引き上げや輸入物価の上昇等による物価上

昇に所得の上昇が追い付いていないことに加え、駆け込み需要の反動減や天候不順等が

影響したためと考えられる。 

沖縄県内の延べ宿泊者数については、航空路線の拡充や新石垣空港の開港が増加に寄

与したと考えられる。外国人延べ宿泊者数については、那覇空港新国際線ターミナルや

那覇港クルーズ船旅客ターミナルの供用開始とこれに伴う航空路線の拡充やクルーズ船

の寄港増が増加に寄与したと考えられる。 
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都道府県別延べ宿泊者数（平成 26 年 1 月～12 月）           単位：万人泊 

 

出展：観光庁 宿泊旅行統計調査（平成 26 年・年間値（確定値）） 
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(3) 国内観光政策の動向 

i. 観光立国に向けた政策動向 

【 新成長戦略 】 

 2010 年（平成 22 年）6 月に閣議決定された新成長戦略では、経済・財政・社会保

障の一体的建て直しの基本方針を掲げ、7 つの戦略分野が設定された。 

その一つが「観光立国・地域活性化戦略」であり、「訪日外国人を 2020 年初めまで

に 2,500 万人、将来的には 3,000 万人。2,500 万人による経済波及効果約 10 兆円、

新規雇用 56 万人」の目標を掲げた。 

【 観光立国推進基本法 】 

観光基本法(昭和 38 年)を全面改正し、観光立国推進基本法が 2006 年（平成 18 年）

12 月成立、翌 1 月に施行された。同法では、少子高齢化の到来や本格的な国際交流

の進展を視野に、観光立国の実現を「21 世紀のわが国経済社会の発展のために不可

欠な重要課題」と位置付けるなど、観光立国実現の理念がまとめられた。 

【 観光立国推進基本計画 】 

観光立国推進基本法の規程に基づき、観光立国の実現に関する基本的な計画とし

て新たな「観光立国推進基本計画」が閣議決定された（平成 24 年 3 月）。観光をめ

ぐる現在の課題を克服し、日本の成長を牽引するべく、「観光の裾野の拡大」と「観

光の質の向上」を掲げている。 

 

ii. その他観光関連法及び施策 

【 旅行業法の改正 】 

 2007 年（平成 19 年）5 月の「旅行業法施行規則」の改正により、第三種旅行業の

業務範囲が拡大され、これまで第一種及び第二種に限定されていた募集型企画旅行の

実施について、一定の条件化で第三種旅行業者の実施が可能となった。 

 また、2012 年（平成 24 年）12 月の改正により、営業所の存する市町村並びにこ

れに隣接する市町村等の限定された区域についてのみ、企画旅行、手配旅行等を行う

ことのできる旅行業の類型として「地域限定旅行業」を創設し、当該類型の営業保証

金の供託額及び基準資産額を他の旅行業の類型よりも引き下げることにより、限定さ

れた区域のみで旅行業務を行おうとする者の旅行業への参入を促進することを目的

としている。先述した第３種旅行業者が募集型企画旅行を実施する場合の事前収受金

の制限を撤廃し、募集型企画旅行をより取り扱いやすくなった。 

【 観光圏整備法 】 

 2008 年（平成 20 年）7 月、政府は「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在

の促進に関する法律」（通称：観光圏整備法）を施行した。この「観光圏整備法」は、

観光地が広域的に連携した「観光圏」を整備することで、地域の伝統や食などの観光

魅力を掘り起こし、2 泊 3 日以上の滞在を促進することを目的としている。 
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(4) 沖縄県観光政策の動向 

沖縄県では観光を県経済のリーディング産業と位置付け、その振興のためにさまざ

まな取組みをおこなってきた。その結果、現在では国内有数の観光リゾート地としての

評価を得ている。しかしながら、近年は世界的に不安定な経済状況や新型インフルエン

ザなどの世界的流行、紛争やテロの発生、さらに東日本大震災などさまざまな影響を受

ける形で入域観光客数が伸び悩んでいたが、一時期の厳しい状況を乗り越え、現在、非

常に好調に推移している。 

 このような状況の中、今後も持続的に沖縄観光を維持、さらに発展させるためには、

海外市場の戦略的な開拓や環境と共生する観光地への展開、沖縄観光ブランドの構築

などに積極的に取り組んでいく必要がある。そこで、沖縄県では観光振興基本計画およ

び関連計画を策定し、各種取組を戦略的かつ積極的に実施する。 

 

沖縄県観光関連計画体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：沖縄県 沖縄県観光振興基本計画概要版 

沖縄 21 世紀ビジョン 

2030 年を目処とする沖縄の将来像を描いた 

平成 22 年 3 月策定 

 

沖縄 21 世紀ビジョン実施計画 

計画期間：平成 24～33 年度 

沖縄 21 世紀ビジョン基本計画、沖縄県観光振

興基本計画の施策体系に沿って沖縄県の取り

組む内容等を明らかにする 

沖縄 21 世紀ビジョン基本計画 

これまでの沖縄振興分野を包含する総合的な

計画で、同時に沖縄振興特別措置法に位置付

けられた沖縄振興計画としての性格を持つ 

平成 24 年 5 月策定 

沖縄観光振興基本計画(第 5 次) 

計画期間：平成 24～33 年度 

沖縄 21 世紀ビジョン基本計画を踏まえ、観光

振興に関する基本的な方向を指し示す 

平成 24 年 5 月策定 

ビジットおきなわ計画 

計画期間：単年度（毎年度策定） 

沖縄 21 世紀ビジョン基本計画、沖縄観光振興

基本計画に基づき、単年度毎の数値目標を設

定した具体的な誘客行動計画 

平成 19 年度より策定 

根拠法規 

沖縄振興特別措置法（法律第 56 号） 

沖縄県観光振興条例（条例第 39 号） 
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i. 沖縄 21 世紀ビジョン基本計画 

沖縄県では、2010 年（平成 22 年）に県民の参画と協働のもとに、将来（概ね 2030

年）のあるべき沖縄の姿を描き、その実現に向けた取り組みの方向性と、県民や行政の

役割などを明らかにする基本構想「沖縄 21 世紀ビジョン」を策定した。 

その後、沖縄 21 世紀ビジョンで示した県民が望む将来像を実現するため、2012 年

（平成 24 年）5 月 15 日に沖縄 21 世紀ビジョン基本計画を策定した。本計画では、同

ビジョンで掲げた 5 つの将来像の実現及び 4 つの固有課題の解決を図り、「時代を切り

拓き、世界と交流し、ともに支え合う平和で豊かな『美ら島』おきなわ」を実現するこ

とを目標としている。社会経済展望値については下表に示す。 

 

【 ５つの目指すべき将来像 】 

・沖縄らしい自然と歴史、伝統、文化を大切にする島 

・心豊かで、安全・安心に暮らせる島 

・希望と活力にあふれる豊かな島 

・世界に開かれた交流と共生の島 

・多様な能力を発揮し、未来を拓く島 

【克服すべき４つの固有課題】 

・大規模な基地返還とそれに伴う県土の再編 

・離島の新たな展開 

・海洋島しょ圏 沖縄を結ぶ交通ネットワークの構築 

・沖縄における地域主権と道州制のあり方 

【ビジョンの実現に向けて】 

・県民との協働 

・企業との協働 

・市町村との連携 

・ユイマールの新たな仕組みづくり 

 

社会経済展望値 

項 目 平成 22 年基準値 平成 33 年展望値 年平均増減率 

県 総 人 口 139.9 万人 144 万人 0.3% 

労 働 力 人 口 67.3 万人 71.9 万人 0.6% 

就 業 者 数 62.2 万人 69 万人 0.9% 

完 全 失 業 率 7.6% 4.0% - 

一人当たり県民所得 207 万円 271 万円 2.5% 

名 目 県 内 総 生 産 3 兆 7,278 億円 5 兆 1,439 億円 3.0%(実質 2.1%) 

出展：沖縄県 沖縄 21 世紀ビジョン基本計画 
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ii. 沖縄県観光振興基本計画（第 5 次） 

 沖縄県では、観光を県経済のリーディング産業と位置づけ、沖縄県観光振興条例（昭

和 54 年条例第 39 号）に基づき観光振興基本計画を策定した。 

 2012 年（平成 24 年）に策定した沖縄県観光振興基本計画（第 5 次）では、沖縄県

21 世紀ビジョン基本計画を踏まえつつ観光振興の方向性を示した。沖縄 21 世紀ビジ

ョンで掲げる「世界水準の観光リゾート地」の実現に向けて沖縄観光が国内外で広く認

知される基盤構築を目指す。 

 

【 施策の基本方向と展開 】 

 以下の基本方向に基づいた施策を展開し、10 年後に目指す将来像を実現させる。 

① 多様で魅力ある観光体験の提供 

② 基盤となる旅行環境の整備 

③ 観光産業の安定性確保 

④ 効果的なマーケティング 

⑤ 推進体制の再構築 

 

【今後 10 年間で対応すべき沖縄観光の課題】 

 沖縄観光にかかわる外部環境および内部環境を踏まえて、本計画で目指す 10 年後

の沖縄観光の将来像を実現するため、今後 10 年間で対応すべき課題について、以下

のとおり整理する。 

  ①観光地間の国際競争に対する対応 

  ②環境問題に対する対応 

  ③基幹産業としての役割の発揮 

  ④継続的な観光基盤の整備促進 

  ⑤観光に対する県民理解の更なる促進 

  ⑥観光振興に資する人材育成の推進 

 

【 平成 33 年度達成目標】 

 当計画（最終平成 33 年度）では下記の数値目標を掲げている。 

項 目 目 標 値 

観光収入 1 兆円 

観光客一人あたり県内消費額 10 万円 

平均滞在日数 5 日 

人泊数 4,027 万泊 

入域観光客数 1,000 万人（うち国外客 200 万人） 

出展：沖縄県 沖縄県観光振興基本計画（第 5 次） 概要版 
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iii. 沖縄観光推進ロードマップ 

沖縄観光は、一時期の厳しい状況を乗り越え、現在、非常に好調に推移している。 

今後も観光客の増加の勢いは続くと見込まれ、目標達成に向けた期待が高まる一方、

受入体制の対応の遅れを懸念する声が関係者等から寄せられる状況にある。 

このような状況の中、目標の達成に繋げていくためには、関係機関が共通認識のもと

で連携し、スピード感を持って各種施策に取り組む必要があることから、「沖縄観光推

進ロードマップ」を策定するものとする。 

 

 

出展：沖縄県 沖縄観光推進ロードマップ 
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2 北中城村観光にかかわる内部環境 

(1) 北中城村の概要 

北中城村は、那覇から東北部へ 16km、沖縄本島の中部に位置し、面積は 11.54km2

ある。本村は、北側を沖縄市、南側を宜野湾市、中城村、西側を北谷町と接し、東側は

中城湾に面している。 

 

北中城村の位置図 

 

出展：北中城村 第四次総合計画 基本構想 前期基本計画 

 

地勢は中城湾に面した海岸低地、内陸部に広がる台地、丘陵地に大別される。丘陵地

は村の中央部と南部に位置し、斜面に広がる緑地が、北中城村の風光明媚な景観を形成

している。また、村内には普天間川をはじめ、渡口川、佐阿良川の 3 つの河川が流れて

いる。このように、変化に富んだ地形であり、平地が少ないことが特徴となっている。 

 

(2) 北中城村の歴史 

北中城村は、かつて中城村の一部として長い歴史を歩んできたが、第 2 次世界大戦

後、米軍の施設が建設されて村域が南北に分断され、行政の執行に大きな支障をきたし

たことから、昭和 21 年 5 月 20 日、北側の 12 行政区が分離し新たに「北中城村」とし

て誕生した。 

【 先史時代 】 

本村における縄文時代の最古の遺跡は約 3,500 年前の国指定史跡でもある荻堂貝塚

で、荻道の後銀岩
なんじゃじい

周辺に所在する。この頃の沖縄では周辺地域と交流しつつも地方色の

強い文化が展開されており、荻堂貝塚は当時の状況を知ることができる重要な遺跡と

なっている。 
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【 第一・第二尚王朝時代 】 

琉球には、およそ 300 のグスクがあったとされており、村内に点在するグスクの多

くはこの時代に由来を持つ。村内には 6 つのグスクがあり、なかでも中城城跡は国指

定史跡及び世界遺産「琉球王国のグスクおよび関連遺産群」のひとつとなっている。 

国指定重要文化財である中村家住宅もこの時代につくられた。 

【 近代沖縄 】 

明治 12 年に琉球藩が廃止され沖縄県となったが、中城間切は中城地方役所の管轄に

属し間切番所は旧来のまま存続した。明治 30年に中城間切番所は中城間切役場となり、

市町村制が発布された明治 41 年に中城間切役場から中城村役場に改められた。 

【 戦後沖縄 】 

戦後、島袋地区に沖縄最初の民間収容所が設けられ、多くの村民はそこで集団生活を

送っていた。その後、帰還が許されると、荒廃した各自の集落に戻り戦後復興を進めた。

しかし、いくつかの集落は、駐留軍用地に収容され旧集落への立ち入りが許されず、他

の区や村外への移住を余儀なくされた。現在も村域の 14.2%が駐留軍用地である。 

 

(3) 北中城村の人口 

北中城村の人口は、平成 27 年 2 月時点で 16,972 人、6,498 世帯となっている。国勢

調査より北中城村の人口・世帯数をみると、平成 22 年時点で 15,951 人、5,220 世帯と

なっている。昭和 60 年からの推移をみると、一貫して増加傾向にあり、特に平成 2 年

から平成 7 年にかけての人口増加が目立っている。しかし、一世帯当たり人員につい

ては毎年減少傾向にある。 

 

出展：北中城村 第四次総合計画（数値は平成 22 年国勢調査） 
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 北中城村の産業別就業人口をみると、第 1 次産業は 2.1%と、わずかとなっている。

また、第 2 次産業が 16.8%、第 3 次産業については 81.0%で、沖縄県の値と比較する

と第 2 次産業・第 3 次産業の割合が高くなっている。 

 産業別にみると、「卸売業・小売業」が 16.5%と最も多く、ついで「医療・福祉」が

13.7%となっている。また、過去の統計と比較し昭和 60 年からの推移を見ると農業や

製造業が緩やかに減少し、サービス業が増加していることがわかる。 

 国勢調査では通勤や通学での人口流動も統計しており、これをみると、夜間人口

（15,951 人）に対する昼間人口(14,499 人)は 90.9%で流出傾向にあることがわかる。 

 

北中城村産業別就業人口                          単位：人 

産 業 項 目 就業人数(人) 就業割合 

第 1 次産業 

第 1 次産業就業者数 小計 124 2.1% 

農業・林業 115 2.0% 

漁業 9 0.2% 

第 2 次産業 

第 2 次産業就業者数 小計 978 16.8% 

建設業 711 12.2% 

製造業 267 4.6% 

第 3 次産業 

第 3 次産業就業者数 小計 4706 81.0% 

電気・ガス・熱供給・水道業 38 0.7% 

情報通信業 120 2.1% 

運輸業・郵便業 263 4.5% 

卸売業・小売業 961 16.5% 

金融業・保険業 117 2.0% 

不動産業・物品賃貸業 121 2.1% 

学術研究・専門技術サービス業 166 2.9% 

宿泊業・飲食サービス業 482 8.3% 

生活関連サービス業・娯楽業 261 4.5% 

教育・学習支援業 350 6.0% 

医療・福祉 798 13.7% 

複合サービス事業 60 1.0% 

サービス業（他に分類されないもの） 692 11.9% 

公務（他に分類されないもの） 277 4.8% 

その他分類不能な産業 436 - 

出展：総務省統計局 平成 22 年度 国勢調査 

※産業別割合は、分母から「分類不能の産業」を除いて計算 
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(4) 健康・長寿 

厚生労働省の調査で、北中城村は女性の平均寿命日本一（89.0 歳）として評価され

ている。北中城村では村民が健やかに生活することのできる健康長寿のまちづくりを

推進しており、80 歳以上の女性の中から選出された「美寿（ﾐｽ）北中城」3 名は、公式

行事やイベントに参加し、健康長寿の象徴として北中城村の魅力を発信している。 

[ 全国上位 10 市区町村 ] 

順位 
男 女 

都道府県 市区町村 平均寿命 都道府県 市区町村 平均寿命 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

長 野 県 

神奈川県 

神奈川県 

長 野 県 

沖 縄 県 

静 岡 県 

長 野 県 

神奈川県 

東 京 都 

長 野 県 

北安雲郡 

川 崎 市 

横 浜 市 

塩 尻 市 

島 尻 郡 

浜 松 市 

北安雲郡 

横 浜 市 

杉 並 区 

諏 訪 市 

松 川 村 

宮 前 区 

都 筑 区 

 

南風原町 

北 区 

池 田 町 

青 葉 区 

82.2 

82.1 

82.1 

82.0 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.9 

81.8 

沖 縄 県 

島 根 県 

北 海 道 

熊 本 県 

福 岡 県 

石 川 県 

沖 縄 県 

沖 縄 県 

福 岡 県 

東 京 都 

中 頭 郡 

鹿 足 郡 

有 珠 郡 

菊 池 郡 

太宰府市 

石 川 郡 

豊見城市 

中 頭 郡 

糟 谷 郡 

杉 並 区 

北中城村 

古 賀 町 

壮 瞥 町 

菊 陽 町 

 

野々市町 

 

中 城 村 

須 恵 町 

89.0 

88.4 

88.4 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.3 

88.2 

88.2 

出展：厚生労働省 平成 22 年市区町村別生命表の概況 

 

(5) アワセ土地区画整理事業 

戦後、駐留軍用地として接収され、米軍のゴルフ場として利用されていたアワセ地区

は平成 22 年に返還され、平成 25 年に土地区画整理事業を行い、平成 27 年に大型商業

施設が開業、平成 28 年に最先端医療施設を備えた大型病院が開院、他にもスポーツ施

設や住居等の設置が予定されている。 

[ アワセゴルフ場跡地の歴史 ] 

昭和 23 年 

昭和 63 年 

平成 8 年 

平成 15 年 

平成 22 年 

平成 25 年 

 

平成 26 年 

米軍のゴルフ場として利用 

県知事訪米で返還要請 

日米で返還合意 

平成 19 年以降に返還遅延 

日本国へ返還 

沖縄防衛局より地権者へ引き渡し 

土地区画整理事業に着工 

仮換地指定 

用途地域・地区計画の都市計画変更 
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(6) 北中城村第四次総合計画 

i. 総合計画の役割 

 総合計画は、北中城村のまちづくり全ての基本となる計画（最上位計画）である。環

境保全・社会基盤、教育・文化、福祉、産業振興等、多様な分野の行政運営、あるいは

村民と一体となってすすめていくべきまちづくりの指針、施策を示したものである。 

 また、この指針は、国や県、近隣市町村等、関係機関への働きかけの際に村の基本姿

勢を示す役割も担う。 

 

ii. 将来像 

平和で人と緑が輝く 

健康長寿と文化のむら 

きたなかぐすく 
 

iii. 総合計画の構成と期間 

基本構想の期間：平成 27 年度(2015 年)から平成 36 年度(2024 年) 

前期基本計画：平成 27 年度(2015 年)から平成 31 年度(2019 年) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27 年度    ～    平成 36 年度 

（2015 年）          （2024 年） 

長期展望に基づき、北中城村がめざすべき将来像

や施策の大綱等、まちづくりの方向を示します。 

●基本構想● 

基本計画に示された施策・事業について、優先度や

実効性を考慮しながら具体的に実施する事業計

画を示します。 

●実施計画● 

3 年間の計画で、毎年見直し 

前 期 
 

後 期 
 平成 27 年度～平成 31 年度 

 （2015 年）  （2019 年） 

平成 32 年度～平成 36 年度 

 （2020 年）   （2024 年） 

基本構想の実現に向け、推進すべき主要な施策・

事業を体系的に示します。 

●基本計画● 

基本構想 

基本計画 

実施計画 



 20  

 

iv. 施策体系 

北中城村の将来像“平和で人と緑が輝く 健康長寿と文化のむら きたなかぐすく”

の実現に向けて次の 6 つの「～づくり」を目標とする。 

 

1. 全村植物“公苑”づくり 

2. 生涯健やかで笑顔あふれる“健康づくり” 

3. 人と文化を育む時代を担う“人づくり” 

4. ゆいまーるで築く安心安全な“地域づくり” 

5. 地域の魅力を活かした賑わいある“産業づくり” 

6. 村民と共に創造する夢のある“まちづくり” 

 

観光振興についての基本方針として、観光資源開発、地域ブランドの形成、広域観光

推進、国際観光推進、人材育成、受入体制の強化等を揚げている。 

 

施策体系図 

 

出展：北中城村 第四次総合計画 基本構想 前期基本計画    
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3 観光地としての整備状況 

沖縄 21 世紀ビジョン基本計画では、沖縄は「世界水準の観光・リゾート地」を目標に

しているが、北中城村は長寿世界トップクラス、中城城跡は世界最高水準の観光資源であ

り、米軍泡瀬ゴルフ場跡地に建設される大型商業施設は「東南アジアを代表するＮｏ.１

リゾートモール」を創造するという高い目標を宣言している。北中城村の豊富な歴史文化

資源、先進的な健康への取り組み、新たなまちづくりは今後の観光振興に重要な役割を果

たす。 

 

(1) 主要観光地・観光資源 

世界遺産に登録されている中城城跡及び国指定重要文化財中村家住宅が最も知名度

が高い観光資源といえる。他にも多くの文化財があり琉球王国時代に重要な役割を果

たしていたことが分かる。 

近年ではアートの活用や「ひまわり」をテーマにした観光振興にも取り組んでいる。

カフェも近年人気を集めており新たな観光資源になってきた。 

また、北中城村は女性長寿日本一に輝いており、健康長寿村としてのイメージがある。 

 

  
中城城跡                中村家住宅 

 

    
荻堂貝塚                   大城集落          カフェ 
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(2) 主要観光施設における観光客数 

 
出展：沖縄県 平成 26 年版観光要覧、中村家住宅観光要覧 

 

(3) 村民及び事業者が考える北中城村の観光 

i. 村民意識調査 

北中城村商工会が平成 24 年度に実施した村民アンケートによると、北中城村の観光

に対する村民の意識について以下のことが明らかになった。 

・村民が紹介したいスポット「中城城跡」「中村家住宅」「荻道・大城の湧水群」 

・村民が紹介したいイベント「北中城まつり」「青年エイサーまつり」「ひまわり祭り」 

・村民が紹介したい食材・食べ物は圧倒的多数で「アーサ」 

・村民が目指す観光地は、「世界遺産中城城跡を活かした歴史・文化の観光地」 

・観光は、村の PR と就業機会の創出につながると期待 

・村民のおもてなし精神は高い 

 

ii. 村外事業者調査 

北中城村商工会が平成 24年度に実施した北中城村外に事業所を置く観光関連事業者

50 名に対するヒヤリング調査結果は以下のとおりである。 

・北中城村は PR や情報発信が出来ていない。土産物の開発が鍵 

・村内、広域の観光資源の連携・強化が課題 

北中城村の観光振興に必要な取組として以下が上げられた。 

・域内循環バスの導入 

・海の PR が必要 

・街歩き的プログラムや仕掛けが必要 

・高速道路や主要国道からのアクセス改善 

・地元住民と観光客が交流できる仕掛けづくり 

・中村家の隣に文化・工芸・食体験型の施設を造る 

・健康長寿女性日本一の PR が不十分 

64,549 64,924 65,627 

75,072 
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0
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中城城跡 中村家住宅
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(4) 受入体制 

現在、北中城村には宿泊施設が少なく、受入体制は十分ではない。また、観光振興に関

する総合的な推進機関が設置されておらず、十分な誘致活動が出来ていない。これまでの

観光客に加え大型商業施設の開業、大型クルーズ船の中城湾港への入港、東海岸への大型

MICE 施設建設によるアフターMICE、これらによる観光客の増加等への対応を行うため

の新たな受入体制の整備が急務となっている。 

北中城村における宿泊施設の状況は以下の通り。 

 軒数 客室数 収容人数 

大規模ホテル 1 軒 224 部屋 449 人 

中規模ホテル 1 軒 76 部屋 124 人 

合計 2 軒 300 部屋 573 人 

出展：沖縄県 平成 26 年「宿泊施設実態調査」の結果について 

 

(5) 北中城村観光 SWOT 分析※ 

村
の
観
光
資
源 

強み（Strength） 

世界遺産中城城跡・国指定重要文化財中村家住宅 

荻道・大城地区のまち歩きスポット 

女性長寿日本一 

外国人住宅跡地を活用したカフェの集積 

伝統芸能（フェーヌシマ、獅子舞、旗スガシー等） 

イオンモール沖縄ライカムの集客力 

EMコスタビスタホテルへのスポーツ選手宿泊 

健康・スポーツ交流施設地区への運動施設建設 

弱み（Weakness） 

中城城跡・中村家住宅への公共交通がない 

若年層の健康状態が悪い、過度な車依存 

アーサの特産品及び村としての特産品が乏しい 

国指定史跡荻堂貝塚の利活用ができていない 

宿泊施設が少ない 

観光やまちづくりに対する人材不足 

知名度が低く観光地としてのイメージがない 

産業や働く場が少ない 

観光の窓口がない 

スポーツツーリズムに向けたスポーツ施設がない 

村
を
取
り
巻
く
環
境 

機会（Opportunity） 

中城湾港への大型クルーズ船入港 

西原・与那原に大型 MICE建設 

東京オリンピック開催 

那覇空港の沖合展開 

アワセゴルフ場跡地の開発が順調 

沖縄への入域観光客の増加 

最先端医療施設を備えた徳洲会病院の開院 

沖縄北部及び南部への交通アクセスが良好 

脅威（Threat） 

他市町村に比べ極端に少ないスポーツ施設 

観光事業の立ち遅れ 

台風や地震津波など災害による影響 

為替レートの円高による訪日外国人客の減少 

国際情勢の変化による訪日外国人客の減少 

※ SWOT 分析：組織を、「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」の 4 つの軸

から評価する手法。企業戦略立案時などに用いられる。 
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III  基本方向 

 

1 基本理念 

北中城村の持続的な観光振興を図るためには、行政や観光業界だけでなく観光に関わ

る関係者が幅広く連携し、共通の理念に基づき取り組むことが必要である。 

北中城村は、中城城跡に代表される琉球王国時代の文化遺産が集積し、沖縄の歴史を語

る上で非常に重要な地域となっている。かつて、琉球王国を訪れた米提督ペリーも中城城

の美しさを称えていた。国の重要文化財に指定されている中村家住宅の近隣地域は“日本

のあるきたくなる道 500 選”や“新日本歩く道紀行 100 選 文化の道”に選ばれているほ

か、荻道大城湧水群は“平成の名水 100 選”に選ばれるなど、琉球王国時代の“美（ちゅ

ら）”を実感出来る地域となっている。 

北中城村は健康長寿地域としての知名度も高く、現在「女性長寿日本一」として厚生労

働省から評価されている。近年ではカフェの集積地としても認知度が高く、若者からの関

心も高くなっている。 

また、北中城村内の米軍専用のアワセゴルフ場が平成 22 年に返還され、その跡地開発

としての大型商業施設や医療機関、スポーツ施設などの建設により来村者が急増するこ

とが予想される。こうした北中城村を取り巻く環境の変化を捉え、北中城村の持続的な発

展を目指し観光振興に取り組む。 

北中城村の全ての関係者が一体となって、来村者に北中城村の魅力を感じてもらい、こ

のむらに住みたくなるような豊かな時間を過ごして頂きたいという思いを本計画の基本

理念とする。 

豊かな時間を過ごせる『健幸度世界一のむら』北中城村の実現 

2 計画名称 

  北中城村ツーリズムビジョン 

～ 健幸度世界一のむら実現を目指して～ 

  

3 基本戦略 

本計画では、北中城村の魅力に触れいずれ住みたくなるような気持ちを持って頂くた

め、北中城村で過ごす“豊かな時間”を戦略のテーマに据えるとともに、北中城村の地域

振興に携わる方々の連携を強めるため“協働”をもう一つのテーマに据えた。 

北中城村はこれまで取り組んできた自然や歴史、文化を活かした観光を振興すると同

時に、健康や賑わいといった新しい基軸での振興策に取り組む。また、沖縄観光の多様化

に対応するための体制強化も重要であり、村内のみならず周辺自治体との連携強化が求

められており、協働の範囲は北中城村内に限らず中部地域全般を視野に入れて取り組む。 
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4 施策の基本方向 

以下の基本方向の施策を実施することにより、北中城村観光の核となる基本理念「豊かな

時間を過ごせる『健幸度世界一のむら』北中城村」を実現する。 

 

(1) 多様で魅力ある観光体験の提供 

北中城村らしい観光体験を高品質で提供するとともに、それらのイメージを基調とし

ながら、スポーツや医療、北中城村の伝統芸能などを活用した多様なツーリズムを展開す

ることで、新たな市場を開拓する。 

また、観光体験の質を担保し、観光客が安心して楽しめる環境づくりにつなげることを

目的として観光サービスの品質保証の検討を進めるほか、多様な観光体験が相乗的に魅

力を発揮していくための地域の特色づけについて検討、推進を図っていく。 

 多様（文化・健康・娯楽など）なツーリズムの推進 

 観光資源創出の推進 

 

(2) 基盤となる旅行環境の整備 

観光客に安全・安心・快適に過ごしてもらうために、基盤となる情報インフラ、観光人

材の育成などに取り組む。 

 また、観光地としての景観形成、ユニバーサルデザイン、緊急時対応の強化などを検討

しながら、より安心できる暖かく親しみやすい観光地づくりを進める。 

 情報インフラ整備の推進 

 外国人受入環境整備の推進 

 観光人材育成への取組み推進 

 観光地景観形成の検討 

 ユニバーサルデザイン推進の検討 

 緊急時の対応強化の検討 

 

(3) 効果的なマーケティング・プロモーション 

競合地に対する競争力を高め、北中城村を広く認知してもらうことを目的として、より

北中城村観光を明確にイメージしてもらうためのブランド構築を図る。 

また、市場の変化に迅速に対応し効果的に誘客を図っていくため、国・県や沖縄観光コ

ンベンションビューローが提供する市場調査・分析結果の収集、及びデータに基づいた戦

略的な市場開拓や市場ごとのきめ細やかなプロモーションを展開し、安定的な観光収入

と入域観光客数の確保を図る。 

 観光案内所・ポータルサイト・案内冊子などによる地域プロモーションの推進 

 データに基づいた戦略的な地域プロモーションの推進 

 地域プロモーションによる知名度向上・観光客の誘客促進 
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(4) 推進体制の構築 

大型商業施設の開業や最先端医療施設を備えた大型病院の開院、クルーズ船の中城湾

港入港や大型 MICE 施設の建設決定など、来村者数の激増や多様化する観光需要に対応

するため、日本版 DMO※を目指した観光協会を設立し、村の観光振興に取り組む体制を

構築する。 

また、これらを計画的・長期的に取り組んでいくため観光振興基本計画に基づく観光振

興アクションプランの策定をおこない、観光関連の計画遂行における役割の明確化と整

理を行い、関係者が共有できる基本理念実現のための道筋を明確に示す。 

さらに、観光関係者が情報を共有し、課題と今後の方向性について議論するための公的

な協議の場の設置検討などを行い、産学官金一体となった観光の推進を実現する。 

 日本版 DMO を目指した観光協会 

 北中城村観光振興基本計画に基づく観光振興アクションプランの策定 

 計画遂行における役割の明確化と整理による具体的な観光推進体制の構築 

 公的な協議の場の設置検討 

※ 日本版 DMO：多様な関係者と協働しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための

調整機能を備えた法人（出展：観光庁） 

 

(5) 地域資源を活用した地域ブランドの構築 

 北中城村を広く認知してもらうため、村商工会が進める地域資源を活かした地域ブラ

ンド構築の取り組みを支援するとともに、民間事業所と連携し販路開拓に取り組む。 

 また、女性長寿日本一の村として健康長寿をテーマとした取り組みや農水産業の戦略

品目などを活用し、地域ブランドの形成を推進する。 

 地域資源を活用した地域ブランド構築の推進 

 女性長寿日本一ブランドを活用しての地域ブランド構築の推進 
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IV  施策の展開 

 

1 多様で魅力ある観光体験の提供 

(1) 文化（ヘリテージ・エデュケーショナル）ツーリズムの推進 

～琉球王国を体感する豊かな時間の提供～ 

歴史文化ガイドの育成を図り、豊富な歴史文化を核としたヘリテージツーリズムを推

進する。また、生涯学習や体験学習など教育旅行メニューを創出し、エデュケーショナル

ツーリズムを推進する。 

 歴史文化ガイドの育成による継続的な観光案内の体制構築を推進 

 中城城跡・中村家住宅・荻道貝塚や梵字などの文化資源の利活用推進 

 文化財や自然の保護と利活用推進を両立できるメニュー創出の検討 

 中城城跡等を舞台とした新たな物語の制作について検討 

 グラスボートなどを取り入れた、海洋環境学習推進について検討 

 

(2) 健康（ウェルネス・メディカル・ヘルス・スポーツ）ツーリズムの推進 

～笑顔に囲まれた豊かな時間の提供～ 

医療拠点を中心に、民間事業者と連携し、メディカル・ヘルスツーリズムを促進する。

また、多目的アリーナ・村民体育館などを活用し、健康増進を核としたたスポーツツーリ

ズムを推進する。 

 村民及び観光客の健康増進に有益なツーリズムの推進 

 健康・長寿を支える食文化を活用したツーリズムの促進 

 関係機関との連携によるウェルネスツーリズムや医療ツーリズムの促進 

 ショッピング・医療・スポーツの各拠点の連携体制構築の推進及び促進 

 シーカヤックなどのマリンスポーツツーリズムの推進についての検討 

 

(3) 娯楽ツーリズム（フードツーリズム・ショッピングツーリズム）の推進 

～賑わいを楽しむ豊かな時間の提供～ 

農水産業者などの事業者と連携し、カフェなどを活用したフードツーリズムを促進す

る。また、外国人観光客に対する商品施策・販売施策などを事業者へ提供し、他市町村と

の連携も含めたアクセス網の整備推進によりショッピングツーリズムを促進する。 

 カフェ等飲食店による魅力あるご当地メニュー及び健康メニュー開発の促進 

 大型商業施設との包括連携協定の締結及び協定に基づく利活用の推進 

 雨天時や夜間のイベント及び体験プログラム開発による誘客推進 

 他市町村との連携も含めた村内外からのアクセス網整備の推進について検討 

 他市町村・他団体との連携強化に伴う中部地域及び県全体の観光振興推進 
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(4) 観光資源創出の推進 

多様化する観光客の観光ニーズに対応するため、新たな観光資源の創出や既存観光資

源の事業を継続・発展できる人材の育成や組織体制の強化を図ることにより、本村におけ

る観光メニューの充実や継続的な事業展開を図る。 

 国指定史跡荻堂貝塚やしおさい市場エリア、健康特区等の観光資源化検討 

 滞在型・体験型ツアーの造成について検討 

 その他村内に埋蔵する様々な資源を発掘しての観光資源化について検討 

 

2 基盤となる旅行環境の整備 

(1) 情報インフラ整備の推進 

国内外の観光客が利用できるインターネット環境の整備拡充を関連分野との連携下で

図るほか、情報通信技術を活用することで観光客の利便性向上を図る。また、観光客に需

要の高い Wi-Fi 接続環境の整備を推進・促進し、その利活用について検討する。 

 

(2) 外国人受入環境整備の推進 

案内板やサイン表示については、多様な観光客に対応するため、景観やまち並みに配慮

しながら、目に付き易く分かり易いよう整備拡充を行うとともに、多言語化を図る。 

また、災害などの有事の発生時には外国人などが情報弱者となる可能性があるため、

ICTを活用した迅速な情報提供など、緊急時における外国人対応についても強化を図る。 

 

(3) 観光人材育成への取り組み推進 

村民の雇用創出と村全体への経済波及効果を増大させるため、観光産業に有用な人材

（歴史・文化ガイド、通訳案内士など）を県のプログラムなどを活用し育成するとともに、

村内での育成プログラムについても検討する。 

また、観光産業の専門人材の育成・供給を促進するとともに、観光事業者が地域雇用を

促進する仕組み作りを検討する。 

 

(4) 観光地景観形成の検討 

村内各地域の特性を踏まえて、沖縄らしさや北中城村らしさを感じられる風景・景観の

観光客の視点に立った形成を図る。 

また、観光地における街路の整備や維持管理、無電柱化などの景観形成を検討・推進す

る。検討にあたっては元来の地域景観をもとに暮らしやすい観光地としての機能を加味

し、村民と観光客の双方が魅力を感じる景観整備を推進する。 

さらに、新たな景観形成だけでなく、観光客の増大に対応した景観保全や、海や山など

の自然環境保全を考慮に入れた総合的な景観形成を進め、北中城村全体の魅力の保全を

図る。 
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(5) ユニバーサルデザイン推進の検討 

観光施設やトイレなど設備面におけるユニバーサルデザインを推進し、国際的な観光

リゾート地にふさわしい整備を図るとともに、高齢者や障がい者などが安全かつ快適に

利用できる環境整備を図る。 

また、大きな魅力である海や山での体験活動においても、観光事業者との連携の下で、

多様な観光客が北中城村の魅力を体験できるようユニバーサルデザインを推進する。 

 

(6) 緊急時の対応強化の検討 

災害などの有事の発生時における観光客の安全確保について、民間の事業者や警察・消

防とも連携し、迅速な対応を図る体制や手順、考え方などについて整理し、関係者へ改め

て周知する。その際には各種の対応計画などとの整合性を検証、観光分野としての対応を

明確にする。 

また、関係者間の役割分担や備蓄の確認、観光客に必要な対応について整理し、観光客

の帰宅支援等を国・県などと連携しながら着実に実施する。 

 

3 効果的なプロモーション・マーケティング 

(1) 観光ポータルサイトの構築・運営 

地域プロモーションの核となる観光ポータルサイトの構築を行い幅広い層へ観光情報

を発信し、本村の知名度向上を促進する事により観光客の誘客を促進する。 

 オンラインでの観光情報（観光施設・飲食店・イベント等）の発信 

 SNS（Twitter、Facebook、Google+、Instagram 等）との連携 

 多言語対応による外国人観光客向け観光情報の発信 

 

(2) 観光案内冊子の制作 

地域プロモーションを紙媒体にて行い幅広い層へ観光情報を発信し、本村の知名度向

上を促進する事により観光客の誘客を促進する。 

 様々な紙媒体での観光情報（観光施設・飲食店・イベント等）の紹介 

 観光客向け、観光関連事業者向け（例：クルーズ船主、旅行会社等）に分け発行す

る事により、観光客の誘客活動を効果的に実施 

 

(3) 観光案内所の運営 

観光客が必要とする基本的な観光情報を主要な滞在拠点で総合的に入手できる観光案

内所のネットワーク化を促進するとともに多言語対応の強化を図る。 

さらに、観光客がもっと分かりやすく観光情報に触れる場所として、観光のイメージや

姿勢を発信する情報拠点及びアンテナショップとしての整備を進めるほか、旅行商品及

び宿泊の予約販売機能の付加についても検討する。 
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4 推進体制の構築 

(1) 観光協会の設立 

日本版 DMO を目指し、観光協会を設立する。 

 観光地域づくりを行うことについての多様な関係者の合意形成の中核組織 

 データの継続的な収集、戦略の策定、KPI の設定・PDCA サイクルの確立 

 観光関連事業と戦略の整合性に関する調整・仕組み作り、プロモーションの実施 

 法人格の取得 

 安定的な運営資金の確保 

 

(2) 観光振興アクションプランの策定 

北中城村観光振興基本計画に基づく観光振興アクションプランを策定し、観光協会を

中心とした観光推進事業を実施する。 

 観光協会を『稼ぐ力』を持った日本版「地域 DMO」として形成・確立 

 健康とスポーツを中心に観光地経営の観点から村の観光資源を活用 

 観光振興アクションプランの計画期間は平成 28 年度から 5 ヵ年計画とする 

 

5 地域ブランドの構築 

(1) 地域資源を活用した地域ブランド構築の促進 

地域ブランド構築は一環・継続した取組が必要な一方で、変容する市場の動きに合わせ

て見直しを図っていくことも重要となる。常にブランドの価値を維持するために、管理体

制の構築、ブランド価値の評価・検証の仕組みづくりを行い、既存の地域資源に限らず新

たな分野における資源創出も含めた効果的な運用を行う。 

また、地域ブランド構築において「開発」フェーズと「維持・管理」フェーズの 2 つの

段階を意識し事業を進めるよう KPI の設定・PDCA サイクルの確立を促進する。 

 

(2) 女性長寿日本一ブランドを活用しての地域ブランド構築の推進 

女性長寿日本一の村として健康長寿をテーマとしたプロモーション・ツアー造成など

を行い地域ブランドの形成を推進する。具体的には、健康への関心をもってもらい、運動

のきっかけ作りとなるよう病院医師による健康講話会や運動イベント（城ヨガ、ウォーキ

ングイベントなど）を実施する。 

また、HIA※（Health Impact Assessment - 健康影響予測評価）を実施し施策が健康に

どのような影響を及ぼすかを事前に予測・評価することにより、健康の便益を促進し、か

つ不利益を最小にするように施策を最適化し、これをブランド化する。 

※ HIA（Health Impact Assessment）：政策が健康にどのような影響を及ぼすかを事前に予測・評価することに

よる健康便益の促進及び不利益を最小化するための健康環境影響評価。自治体としての導入は日本初である。  
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V  成果の測定 

 

長期計画の実施にあたっては、村民をはじめ、観光関係者、行政などの責任感を伴った取

組と協働が重要となる。 

 一方で、さらに効果的に計画を推進していくためには、取組の監視と評価を継続的に行い、

その結果に基づいた取組内容の正しい方向への調整が求められる。 

 

そこで、本計画に関して、以下のような他の計画や戦略において既に設定されている成果

指標を軸に、観光を振興するにあたり新たに成果指標の設定を行い、計画の見直しスキーム

についても別途設定する。これにより、当観光振興基本計画が形骸化せず北中城村の持続的

な観光振興が実現することを目指す。 

 

1 他の計画・戦略において設定されている成果指標 

(1) 北中城村第四次総合計画（めざそう値） 

指標名 現状値 めざそう値 指標記載箇所 

観光協会の設立 
未成立 

(2014 年) 

設立 

(2017 年までに) 
総合計画 5-1 

コミュニティバス等運行本数 
なし 

(2014 年) 

3 本以上 

※試験運行含む 

(2017 年) 

総合計画 1-4 

健康づくりに関する 

多分野との連携事業数 

3 事業 

(2014 年) 

6 事業 

(2020 年) 
総合計画 2-4 

歴史まちづくり計画（歴史的風

致維持向上計画）の策定 

未策定 

(2013 年) 

策定 

(2023 年までに) 
総合計画 3-3 

 

(2) 北中城村まち・ひと・しごと創生 総合戦略（KPI） 

指標名 現状値（H27） KPI（H31） 関連施策 

有効求人倍率 0.38 倍 0.50 倍 総合戦略 第 4 節 

観光協会 なし 設立 観光振興基本計画（当計画） 

観光案内所来客数 2,000 人 7,000 人 観光情報発信拠点推進事業 

中城城跡来場者数 130,000 人 150,000 人 健康長寿のまちづくり推進事業 

中村家住宅来場者数 25,000 人 30,000 人 重要文化財保存活用計画 

ツーリズムメニュー数 1 件 3 件 観光情報発信拠点推進事業 

ご当地メニュー提供数 4 件 10 件 地域ブランド構築事業 

多言語対応可能施設数 3 施設 10 施設 観光情報発信拠点推進事業 

商品化・製品化された商品数 --- 5 品増 地域ブランド構築事業 
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2 新たに設定する成果指標 

本計画に基づいた取組の実施により、どこまで達成に近づいているか、関係者で情報を

共有しながら監視と評価ができるようにする。 

ただし、計画策定時点では関係者で合意された成果指標がないため、計画を進めながら

指標の検討、設定を行っていく。 

また、成果指標の目標数値についても、生来的な目標を鑑みながら、指標ごとに検討、

設定をしていくものとする。主に設定する KPI は以下とする。 

 

(1) 必須事項 

 観光入込客数 

 延べ宿泊者数 

 旅行消費額 

 来訪者満足度 

 リピーター率 

 

(2) 必要に応じて収集すべきデータ 

 観光資源 

観光施設、自然資源、文化資源、イベント毎に年間使用社数・月別使用社数・稼働

率など 

 宿泊施設について 

域内に存在する宿泊施設の整理、年間利用者数、稼働率の把握など 

 利便性について 

交通体系の利便性（移動手段、便数、スケジュール、座席数、時間、料金）の整理 

 住民満足度について 

観光地域づくりに関する住民満足度データ収集・分析 

 その他、観光振興に必要となるデータ 

 

3 計画の見直しスキーム 

長期計画においては、その実施中における外部環境及び内部環境の変化や諸要因によ

って、進捗状況や成果において予定と相違を生じることが想定される。 

そのため、成果指標の監視と評価の結果に基づき、観光振興アクションプランの見直し

と連動して、本計画の見直し作業を行うものとする。 

 

4 目標達成状況に係る報告の手法 

各年度末に集計した調査結果を新年度に観光振興委員会にて報告する 
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VI  参考資料 

 

1 北中城村観光振興計画（案）諮問書 

2 北中城村観光振興計画（案）答申書 

3 北中城村観光振興委員会名簿 

4 北中城村観光振興委員会設置規則 

5 北中城村観光振興等に関する住民提言 

6 北中城村観光振興委員会からの提言 
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1 北中城村観光振興計画（案）諮問書 

 

 

北中企第 4 号 

 

 

北中城村観光振興委員会 

 

 

北中城村観光振興委員会設置規則(平成 6 年 6 月 1 日規則第 7 号)第 2 条 1 項の規定に基

づき、北中城村観光振興基本計画（案）に関して諮問します。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年 4 月 1 日 

 

 

北中城村長 新垣 邦男 
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2 北中城村観光振興計画（案）答申書 

 

 

北中観委第 1 号 

平成 28 年 5 月 9 日 

 

北中城村長 新垣 邦男 殿 

 

北中城村観光振興委員会 

委員長 島田 勝也 

 

 

北中城村観光振興基本計画について（答申） 

 

 

平成 28 年 4 月 1 日付け北中企第 4 号で北中城村観光振興委員会に諮問のあった北中城村

観光振興基本計画（案）については、慎重に審議を重ねた結果、適切であるとの結論を得た

ので、答申する。 

村はこの答申に基づき、速やかに「北中城村観光振興基本計画」を決定し、広く村民の理

解と協力のもと着実に推進されたい。 

なお、当委員会においては多くの意見が出されたが、計画の推進に当たっては、十分留意

して頂くよう要望する。 
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3 北中城村観光振興委員会名簿 

 

 

北中城村観光振興委員会名簿 

 

 

 役 職 氏  名 所  属 備  考 

1 委員長 島田 勝也 
沖縄大学地域研究所 

特別研究員 
学識 

2 副委員長 安里 邦夫 
北中城村商工会 

会長 
村商工会役員 

3  下地 芳郎 
琉球大学観光産業科学部観光科学科 

教授 
学識 

4  目島 憲弘 
沖縄観光コンベンションビューロー 

国内事業部長 
 

5  花崎 為継 
南都ワールド株式会社 

元代表取締役社長 
村内有識者 

6  KAM MA LEE PETER 北中城村国際交流協会  

7  BHAGCHANDANI THANWAR NARAINDAS 北中城村国際交流協会  

8  山内 里菜 
琉球大学観光産業科学部観光科学科 

学生 
 

9  高橋 拓実 
琉球大学観光産業科学部観光科学科 

学生 
 

10  砂川 正幸 
北中城村生涯学習課 

文化振興係長 
 

（敬称略） 

 

※任 期：2 年（北中城村観光振興委員会設置規則 第 3 条 3 項） 

     平成 26 年 10 月 20 日～平成 28 年 10 月 19 日 

※委員数：10 名（北中城村観光振興委員会設置規則 第 3 条 1 項） 
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4 北中城村観光振興委員会設置規則 

 

 

北中城村観光振興委員会設置規則 

 

 

(平成 6年 6月 1日規則第 7号)  

改正 平成 26年 7月 7日規則第 7号  

 

 

(目的) 

第 1条 本村における観光振興について調査・研究を行うため北中城村観光振興委員 

（以下「委員会」という。) を設置する。 

 

(所掌事務) 

第 2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査・研究する。 

(1) 観光振興計画策定に関する事項 

(2) 観光振興に係る施策の推進に関する事項 

(3) その他観光振興に関する事項 

2 前項の調査・研究の結果は、適宜村長に報告するものとする。 

 

(組織) 

第 3条 委員会は、委員 10人以内で組織する。 

2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 北中城村商工会役員 

(3) 本村観光振興に熱意を有する者 

(4) 役場職員 

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

 

(委員長及び副委員長) 

第 4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選でこれを定める。 

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはこれを代理する。 
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(招集及び会議) 

第 5条 委員会は、委員長が招集する。 

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 委員長は、会議の議長となる。 

4 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。 

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることが 

できる。 

 

(庶務) 

第 6条 委員会の庶務は、企画振興課において処理する。 

 

 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 26年 7月 7日規則第 7号) 

 

 

この規則は、公布の日から施行し、平成 26年 4月 1日から適用する。 
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5 北中城村観光振興等に関する住民提言 

出展：北中城村第四次総合計画住民懇話会 北中城村第四次総合計画策定に係る提言書より抜粋 

 

(1) 地域文化の振興 

 地域の歴史文化を次世代に継承できる環境づくりが必要です。そのためには、住

民一人ひとりが関心を持ち意識を高め、大人から子供へ伝える取組みが必要です。 

 地域に残る文化財周辺の清掃活動や公民館塾（肝あぐみ塾）、青年会・子供会（エ

イサー・棒術・南島）など、地域コミュニティによる歴史文化の継承活動を充実し、

地域に誇りを持てる人材を育成することが求められます。 

 学校の授業や遠足、学芸会（方言劇）などにおいて地域文化を取り上げ、地域の歴

史文化振興に係る人材を積極的に活用するなど、学校教育における歴史学習の強

化が求められます。併せて、絵本や紙芝居などを活用し、誰もが理解しやすい教材

づくりが必要です。 

 世界遺産の中城城跡をはじめ、村内には数多くの文化財が存在します。これら文

化財を保存・活用するため、文化財の復元や修復、案内板の設置などの整備が必要

です。また、文化財やその周辺で料理やアトラクションが楽しめるような柔軟な

コンテンツづくり（中村家で料理や泡盛を楽しみたい！）や、歴史文化に資する施

設等の整備検討も必要です。 

 中城城跡については、城跡石垣の石ひとつひとつに一口オーナー制度を設け、中

城城復元に向けた機運を高める必要があります。 

 ホームページや広報誌、テレビ CM などあらゆる媒体を活用し、地域の歴史文化

に関する情報を積極的に発信する必要があります。また、ゆるキャラやタブレッ

ト端末による AR（拡張実現）を取り入れ、楽しく学べるコンテンツを検討する必

要があります。 

 県内外の観光客や修学旅行生が、村の歴史文化を体験できる仕組みを作るなど、

観光と連携した地域文化及び観光産業の振興が必要です。そのためには、地域住

民の受け入れ態勢を強化し、さらには、観光協会や研究機関の設置及び連携が必

要となります。 

 大城地域に見られるシーサーやテラコッタは、地域住民が創り上げた本村独自の

文化・景観といえます。これら文化・景観を保全・創出するために、村全体に活動

を普及させる必要があります。また、これらを活用し、地域教育や観光振興と連携

した仕組み作りも必要です。 

 

(2) 観光・商工業の振興 

 農業や漁業と連携し、本村を代表する特産品開発を進めることが必要です。 

 ひまわりまつりなど 3 大まつりの内容を充実させるとともに、特産品の PR 活動
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や本村の情報発信ツールとしての強化が求められます。 

 集客が期待されるひまわりまつりなどについて、周辺地域への波及効果を高める

ための取組みが必要です。例えば、飲食店やお土産店などの周辺施設の PR 活動の

充実や、新たな店舗立地も促進させる必用があります。 

 村を盛り上げ、集客や PR をより充実させるためには、新たなイベントの創出やそ

のイベントを行うための受け皿としてのイベント広場などの整備が必要です。 

 コミュニティバスなど、村内の移動弱者への対応や、イベント時にも活用できる

ような交通手段が必要です。それに合わせて、バス乗り場やバス用駐車場、道路等

の整備も検討が必要です。 

 大城で開催されている Moon ライトコンサートについては、多世代が親しめるよ

う、ロック、ジャズなどに加えて、民謡などの演奏も取り入れることが想定されま

す。 

 本村は、周辺市町村と比較して、買い物利便性は低いと感じます。これらの買物利

便性を向上させる取り組みも必要です。 

 特産物のブランド化を図り、ゆるキャラを活用した特産品の PR 活動が必要です。

また、村外への PR はもちろんの事、村内に対しても、村の魅力ある特産品を知っ

てもらう必要があります。そのために、村民参加型のイベントを開催し、特産品の

販売や地元の食材を使ったレシピやアイディアの交換、料理コンテストなど、村

民が地元の事を知る機会を増やす場の創出が必要です。 

 北中城村は県内でもカフェ処として知名度は高まっています。これらのカフェを

観光資源に活かし地域の活性化を図る必要があります。そのためには、カフェ店

の商工会への加入を促進し、カフェマップや観光ガイド、グルメマップを作り、地

域の魅力を発信していく取組が必要と考えます。 

 村内のショッピングモールを連携し、村内外の利用者に北中城村の魅力を発信す

る物産展などのイベントを開催する取り組みが必要です。 

 村の商工会の強化と観光協会の設立が必要と考えます。 

 

(3) 産業振興の横断的な取組に向けて 

 本村のゆるキャラを活用し、本村のいいところや特産品の認知度を上げる取り組

みが必要です。例えば、最近増加している、自治体のゆるキャラを用いた LINE ス

タンプの制作、広域的なゆるキャラ総選挙、ゆるキャラグッズ開発なども想定さ

れます。 

 IT ツールを活用した広報活動として、LINE のほか、Facebook ページの開設、

YouTube での動画 up、twitter など、多世代にアプローチするようなチャンネル

の活用が必要です。 

 広報活動としては、FM きたポなどコミュニティラジオの活用、村出身者から任命
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した PR 大使（例えば今話題のお笑い芸人・じゅん選手）などの広報活動が必要で

す。 

 特産品開発を進めるとともに、きた漁、きたポなどでの流通が必要です。 

 特産品を創出するとともに、安定した生産体制や品質管理に向けた取り組みが必

要です。 

 住民にとっては、地域の良い品や特産品を知るとともに、それらの積極的な購買

行動など、地産地消の取組を行う自助努力も必要です。 

 特に 1 次産業については、後継者育成や人材育成が求められます。 

 

(4) 地域振興と住民主体のむらづくり 

 本村の歴史や自然などを学習することができるような散策路整備とともに、案内

ガイドなどの養成が必要です。 

 既存の提案制度の継続や拡充など、地域で活動する団体への援助が必要です。ま

た、地域活動への支援については、十分な周知が図られることが必要です。 

 行政と地域が連携し、地域活動をサポートする人材の育成やアドバイザーの派遣

が必要です。 

 本村住民ひとりひとりが、地域に関心を持つとともに、理解を深める自助努力も

必要です。また、清掃活動など自治会活動への参加、近所でのコミュニケーション

や飲みニュケーション、つながりを広める自助努力も求められます。 

 公民館やその他、地域活動を行う場の充実も必要です。 

 地元で生産された島野菜、アーサ等の特産品は学校給食に使用し、地産地消・特産

品の普及を心がけることが必用です。 

 地元のプロを住民同士が紹介し合い、地域住民が地元の産業に関心を持つととも

に、理解を深める自助努力も必要です。また、行政は、村の取り組みや方針を自治

体や住民へ伝えるとともに、行政と住民が円滑にコミュニケーションが取れる仕

組みを構築する必要があります。 

 村内の取り組みを PR する広報の充実が求められます。 

 農政改革や規制緩和など地域振興に必要な政策は、村が積極的に国、県に協議し、

地域を支援する仕組みを構築することが望まれています。 

 村の産業を盛り上げるため、流通拡大や専門アドバイザーの設置、またグローバ

ル化に対応した自立を支援する仕組みが必要です。 

 村の産業を支える従業者の人材育成を進めていくとともに、インキュベート施設

の設置や、企業同士連携をサポートするマッチング支援等を推進する必要があり

ます。 
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6 北中城村観光振興委員会からの提言 

出展：北中城村ツーリズムビジョン 2015 より抜粋 

 

(1) 歴史文化資源の保全・活用 

北中城村内には、世界遺産に登録された「中城城跡」や国指定重要文化財である「中

村家住宅」、国指定有形民俗文化財である「荻堂貝塚」など貴重な文化財が多数存在し

ていますが、観光面での活用は十分とはいえません。こうした文化財の保全を最優先に

取り組むことに加えて、観光資源としての活用を図るための取り組み強化が必要です。 

なお、観光資源の活用に当たっては歴史文化ガイドの育成や多言語による情報発信が

必要です。中城城跡の活用に当たっては、中城村との連携を更に強化し年間を通した魅

力あるイベントや学習型プログラム開発が求められます。 

 

(2) 食を中心とする健康をテーマとした観光振興 

厚生労働省が 5 年ごとに調査している市区町村別の平均寿命で、北中城村の女性は

89.0 歳で全国の長寿 1 位に輝いています。健康長寿の要因の一つとして、北中城村の長

寿の秘密は海藻をたくさん食べていることが指摘されています。 

北中城村は「アーサ」の生産量が県内一ですが、村内飲食店での活用や土産品などの

開発は十分ではありません。アーサを使った食メニュー開発を強化することやカフェで

の活用などを促進する必要があります。また、村内には有用微生物群（ＥＭ菌）を活用

したネギ栽培などが効果を上げており、地産地消の仕組みづくりが必要です。流通につ

いては大型商業施設に加えて、村内各地飲食店や販売店、カフェなどの施設周知を徹底

し、訪問者の村内での滞在時間を伸ばすことが必要です。 

また、国内外でウェルネスツーリズムや医療機関との連携によるメディカルツーリズ

ムなどが注目されていますので、同分野についての専門家を交えた振興策の検討が必要

です。 

 

(3) 村内観光ゾーニング及び中部広域連携による観光振興 

北中城村は、歴史・文化を中心とする地域、カフェや飲食などの集積した地域、大型

商業施設や医療施設建設による再開発地域などの特徴があります。今後の観光振興策の

効果的な展開に当たっては、地域特性を踏まえた村内観光ゾーニングを実施する必要が

あります。 

また、大型商業施設開業が強力な観光施設となり、観光客の増加要因となる一方、近

隣市町村の観光客を吸収する可能性もあります。北中城村と周辺自治体との連携により

中部地域全体への訪問者が増加する仕組みづくりが必要です。 

また、北中城村に新たな宿泊施設などが建設される可能性もありますが、それらが充

実するまで、近隣市町村の宿泊施設への宿泊客の誘導なども考慮すべきです。さらに、
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北中城村のみならず中部地域全体を対象とした「歴史・文化ガイド育成」、「中部エリア

全体の観光ガイドブックやマップ制作」、「通訳案内士育成」などの受入体制強化も必要

です。 

 

(4) 情報発信の強化 

北中城村商工会では地域密着型の情報発信ポータルサイトとして「きたポ」に運営し

ています。「きたポ」は「きたなかぐすく✕ポータルサイト✕さんぽ」の頭文字をとった

もので、村内各地域紹介、イベント紹介、特産品紹介、飲食店紹介など幅広く北中城村

の魅力発信を行っています。 

今後はこうした地域密着型の情報発信に加え、外国人観光客を対象とした多言語によ

る情報発信が求められます。村内在住の外国出身者との連携や観光事業者等へのニーズ

調査を通して発信する内容の選択が必要になります。 

 

(5) 観光統計の整備 

現在、北中城村における観光統計は十分ではありません。代表的な観光資源である中

城城跡や中村家の入場者は把握出来ますが、外国人観光客数、宿泊者数、消費額、満足

度等の調査は出来ていません。今後、北中城村の持続的観光振興を図るためには観光実

態調査に基づく効果的な施策展開が必要です。 
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