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28３ 4圏域におけるワークショップ結果
（１）八重山諸島

VISIONVISION

季節の変化や島々の小さな違いに
気づける人

■変化や違いに気づける人

■二次的住居としての利用がお勧め

■足りないことを気にしない価値観を

共有できる人

■ゆっくり、のんびり旅する人

■都会生活に疲れた人

■観光地の文化を大切にする人

■社会経験豊かなファミリ一層

■教養のある人

多様な変化に富む地域資源

■多様で豊かな大自然

■心の扉が開く人との出会い

■自然の流れに身をまかせる

■珍しい動植物

■おいしさ満点、南国の味

■世界トップクラスの星空浴

■ロングライフ・自然食・長寿食

多色・多彩な八重山諸島の島々の
価値を五感で感じられる圏域へ

■何もない、何もしない、気軽に過ごす

■多色・多彩・八重

■都会では気づけない

■自然エネルギーで充電されて、蘇る

■島の魅力の醍醐味を存分に味わう

■島が好きな人が帰ってくる

観光資源観光資源TARGETTARGET

①強み

・八重山上布、ミンサー、
・伝統芸能・文化、豊年祭、旧盆
・食
石垣牛、八重山そば、いのしし、ヤシガニ

・日本の最南端、最西端
・人がいい

②弱み
・食べ物の種類が少ない。
・代表的なお土産が少ない。
・便利なので滞在者が少ない
・島感がない
・変化がない
・人材不足、グローバル言語対応
・医療体制
・Wi-Fi環境

③機会

・2020オリンピックパラリンピック
・国際線ターミナル拡張
・新しいクルーズ船用岸壁の整備
・世界自然遺産への登録

④脅威
・異文化摩擦
・近隣諸国のミサイル
・近隣諸国からのPM2.5
・予算減
・テロ
・伝染病
・外来種

ワークショップ結果 まとめ（次頁に詳細）

SWOTまとめ



29３ 4圏域におけるワークショップ結果
（１）八重山諸島アウトプット① ビジョン

【多色・多彩な八重山諸島の島々の価値を五感で感じられる圏域へ】

【ワークショップアウトプット】



30３ 4圏域におけるワークショップ結果
（１）八重山諸島アウトプット② ターゲット

【季節の変化や島々の小さな違いに気づける人】

【ワークショップアウトプット】



31３ 4圏域におけるワークショップ結果
（１）八重山諸島アウトプット③ 観光資源

【多様で変化に富む地域資源】

【ワークショップアウトプット】



32３ 4圏域におけるワークショップ結果
（１）八重山諸島アウトプット④ SWOT

【ワークショップアウトプット】

【SWOTまとめ】 ※赤色：ワークショップ時配布 圏域ごとの情報
※黒色：ワークショップ時配布 4圏域共通情報
※緑色：ワークショップ時に追加された情報

■八重山諸島
プラス要因 マイナス要因

内
部
環
境

●強み　Strength

【調査結果】
・美しいビーチ、サンゴ礁海域、星空などの豊かな自然
・多様で個性的な島々
⇒拠点となる島（石垣島）、美しい景観（竹富島）、秘境（西表島）　等々
・ゆったりくつろげる複数の高級リゾートホテル
・多圏域と比較した時の相対的なローカルフード
・ホスピタリティの質の高さへの期待
・台湾に対する認知率の高さ（特に石垣島）

※県内離島の特徴まとめ資料から補足情報（個別要素）
・山や島々をはじめとした地形が変化に富む
・海だけではない自然の多様性

【ワークショップ結果】
・八重山上布、ミンサー、
・伝統芸能・文化、豊年祭、旧盆
・食、石垣牛、八重山そば、いのしし、ヤシガニ
・日本の最南端、最西端
・人がいい

●弱み　Weakness

【調査結果】
・ローカルフードの多様性（4圏域共通）
・観光地としての有名度・ブランド力（4圏域共通）
・多圏域との不十分な差別化、ブランディング（4圏域共通）
・圏域内の島の不十分な差別化、ブランディング（4圏域共通）
・不十分な交通機関

【作業部会資料】
・観光客増加に伴う受入体制の整備（4圏域共通）
⇒宿泊施設、バス、WIFI環境、
・安定雇用ができないことによる人材育成の困難さ（4圏域共通）
・離島間周遊施策の充実化、滞在型コンテンツの開発

【ワークショップ結果】
・食べ物の種類が少ない。
・代表的なお土産が少ない。
・便利なので滞在者が少ない
・島感がない
・変化がない
・人材不足、グローバル言語対応
・医療体制
・WiFi環境

外
部
環
境

●機会　Opportunity

【調査結果】
・プレミアムFIT層の旅行期間の長さ（4圏域共通）

【作業部会資料】
・国のインバウンド施策による海外旅行者の増加（4圏域共通）
・沖縄県1000万人へ向けた離島への観光客増加の可能性（4圏域共通）
・クルーズ船の就航により観光客増加の可能性（4圏域共通）
・海外主要国との直行便の就航増加
・フェリーターミナルの整備、快適な空間整備

【ワークショップ結果】
・2020オリンピックパラリンピック
・国際線ターミナル拡張
・新しいクルーズ船用岸壁の整備
・世界自然遺産への登録

●脅威 Threat

【作業部会資料】
・島民の高齢化による生じる多様な課題（4圏域共通）
・交通手段のコストの高さ（4圏域共通）
・台風などの悪天候による交通手段の欠航（4圏域共通）

【ワークショップ結果】
・漂着ゴミ
・異文化摩擦
・近隣諸国のミサイル
・近隣諸国からのPM2.5
・予算減
・テロ
・伝染病
・外来種



33３ 4圏域におけるワークショップ結果
（２）宮古諸島

エコで健康になれる
おもてなし圏域へ

■エコなライフスタイルの価値観

■ラグジュアリー

■あるがままの自然に身を任せて

心のリフレッシュ

■地元も観光客も一体となって盛り上がる島

■健康アイランド

■開発と保全の線引きが大事

VISIONVISION TARGETTARGET 観光資源観光資源

気持ちやお金など余裕があり
島時間を味わえる人

■余裕のあるファミリー層

■お金をたくさん持っている人

■ゆったりとした時間の流れを味わう人

■スポーツ好き

■自然遺産、歴史遺産を

尊んでくれる人

■目利きのある女子

■自分の趣味がある人

■島の秩序を守る人

島でしか感じられない
リアルなコト体験の数々

■宮古でしか体験できない

着地型観光

■島人との触れ合い

■宮古の自然を体感

■味の堪能

■+α

■ハブ(蛇)がいない

■花粉症がない

①強み

・冬の北風を利用したウインドサーフィン
・人の良さ
（人懐っこい、島民が素朴、距離が近い
コミュニケーション力が高い、）

・エコ意識が高い
・独特な文化・方言・しきたり・行事
・宮古意識が高い

②弱み

・受入体制が不十分
（宿泊、食事、施設、お土産）

・自分たちのことを知らない
（観光資源など、当たり前な日常）

・冬場に楽しめるスポットや施設がない
・商売が下手

③機会

・チャーター便の増加
・サンエーやドンキホーテ
・5つの島が1つになることによる機会創出

④脅威

・自然破壊、サンゴ減少
・沖縄出身者の減少

ワークショップ結果 まとめ（次頁に詳細）

SWOTまとめ



34３ 4圏域におけるワークショップ結果
（２）宮古諸島アウトプット① ビジョン

【エコで健康になれるおもてなし圏域へ】

【ワークショップアウトプット】



35３ 4圏域におけるワークショップ結果
（２）宮古諸島アウトプット② ターゲット

【気持ちやお金など余裕があり島時間を味わえる人】

【ワークショップアウトプット】



36３ 4圏域におけるワークショップ結果
（２）宮古諸島アウトプット③ 観光資源

【島でしか感じられないリアルなコト体験の数々】

【ワークショップアウトプット】



37３ 4圏域におけるワークショップ結果
（２）宮古諸島アウトプット④ SWOT

【ワークショップアウトプット】

【SWOTまとめ】 ※赤色：ワークショップ時配布 圏域ごとの情報
※黒色：ワークショップ時配布 4圏域共通情報
※緑色：ワークショップ時に追加された情報

■宮古諸島
プラス要因 マイナス要因

内
部
環
境

●強み　Strength

【調査結果】
・「伝統文化と素朴な自然」の魅力点への高い評価
  （台湾、フランス、ドイツ）
・「美しいビーチ」の魅力点に対する高い評価
・「スポーツやアクティビティ」への高い期待イメージ
・ゆったりくつろげる複数のホテル

※県内離島の特徴まとめ資料から補足情報（個別要素）
・特に海の美しさが特筆される（東洋一）
・農業・田園風景

【ワークショップ結果】
・冬の北風を利用したウインドサーフィン
・人の良さ（人懐っこい、島民が素朴、コミュニケーション力が高い、距離が近い）
エコ意識が高い
・独特な文化・方言・しきたり・行事
・宮古意識が高い

●弱み　Weakness

【調査結果から】
・ローカルフードの充実さ、多様性（4圏域共通）
・観光地としての有名度・ブランド力（4圏域共通）
・多圏域との不十分な差別化、ブランディング（4圏域共通）
・圏域内の島の不十分な差別化、ブランディング（4圏域共通）

※県内離島の特徴まとめ資料から補足情報
・観光客増加に伴う受入体制の整備（4圏域共通）
⇒宿泊施設、バス、WIFI環境、
・安定雇用ができないことによる人材育成の困難さ（4圏域共通）
・下地島空港及びその周辺の整備

【ワークショップ結果】
・受入体制が不十分（宿泊、食事、施設、お土産）
・自分たちのことを知らない（観光資源など、当たり前な日常）
・冬場に楽しめるスポットや施設がない
・商売が下手

外
部
環
境

●機会　Opportunity

【調査結果】
・プレミアムFIT層の旅行期間の長さ（4圏域共通）

【作業部会資料】
・国のインバウンド施策による海外旅行者の増加（4圏域共通）
・沖縄県1000万人へ向けた離島への観光客増加の可能性（4圏域共通）
・クルーズ船の就航により観光客増加の可能性
・海外主要国との直行便の就航増加

【ワークショップ結果】
・チャーター便の増加
・サンエーやドンキホーテ
・5つの島が1つになることによる機会創出

●脅威 Threat

【作業部会資料】
・島民の高齢化による生じる多様な課題（4圏域共通）
・島にたどり着くまでのコストの高さ（4圏域共通）
・台風などの悪天候による交通手段の欠航（4圏域共通）

【ワークショップ結果】
・自然破壊、サンゴ減少
・沖縄出身者の減少


