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１．大宜味村における遺産周辺地域計画誘導モデル事業 

実施計画（案） 

１．１ はじめに 

奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産候補地に対して、2018 年 5 月に 

IUCN からユネスコへ提出された評価報告書においては、「訪問者への利益や収容力に応じ

て、適切な訪問者管理メカニズムや観光管理施設、解説システム、モニタリング体制等を

設置し、観光開発計画及び訪問者管理計画の実施を追求すべき」との指摘を受けた。 

上記の指摘を踏まえて、再推薦に向けた包括的管理計画の改定が行われ、適切な観光管理

の実現に向けて、４つの地域ごとの観光の実情を踏まえた観光管理計画を策定するという

基本方針が示され、沖縄県では持続的観光マスタープランを策定することとし、「沖縄島北

部部会」において「沖縄島北部における持続的観光マスタープラン」を 2020年 2月に策定

した。 

本報告書は、沖縄県で整備される持続的観光マスタープランに掲げた基本方針に基づき、

大宜味村観光協会において「遺産周辺地域計画誘導モデル事業」及び「持続的観光を担う

人材育成・組織運営強化モデル事業」の実証事業を行い実施計画としてまとめたものであ

る。 

１．２ 業務の目的 

沖縄県では持続的観光マスタープラン(原案)で掲げた基本方針に基づき 3 村の観光協会

等を対象とした「遺産周辺地域計画誘導モデル事業」及び「持続的観光を担う人材育成・

組織運営強化モデル事業」を実施することとしている。 

大宜味村においては、沖縄島北部世界自然遺産候補地の入口となることから、世界自然遺

産の入り口としてふさわしい役割と機能を発揮するための人材育成の取り組み及び今後の

やんばる地域の魅力発信に資する観光資源等情報の収集方法の確立を目指すこととする。 

１．３ 業務の項目 

（１）大宜味村における持続的観光を担う人材の育成 

①先進事例視察及び講習会等への参加 

国内の地域ブランディングやエコツーリズム等の先進地の視察、意見交換及び専門機関

が開催する講習会等へ参加し、参考となるポイントや大宜味村における課題と活用の可能

性について、結果概要としてとりまとめた。 

②大宜味村における人材育成プログラムの作成 

上記視察及び講習会で得られた成果をもとに、今後の大宜味村における持続的観光を担う

人材育成を行うにあたってのポイントを整理し、具体的に推進するための内部研修用教材を

作成した。 
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（２）実施計画（案）の作成 

（１）②で作成した人材育成のための内部研修用教材の活用を含む人材育成の取り組

みを実践するための実施計画(案)を作成した。 

また、世界自然遺産登録後の利用者の増加を見据え、遺産周辺地域への計画的誘導を

図るため、身近な自然情報、地域の歴史・文化に関する効果的な情報収集・発信方法を構

築し、体験プログラム等の提供に取り組むための実施計画(案)を作成した。 
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1.3-4 実施計画 

遺産周辺管理地域への計画的誘導を図るため、次年度以降に想定されている人材育成

及び観光資源情報発信及び収集の実施計画を、以下の通り作成した。 

 

（1） 世界自然遺産の入口としてふさわしい役割と機能を発揮するための人材育成につい

て（令和 2 年～3 年） 

前項で整理した大宜味村観光協会の人材育成に向けた3つの柱を実現するための今後2か年

の具体的な取り組みを検討した。 

 

①マーケティング、地域ブランディング等に関する知識・技能の習
得 

 

②接遇・リスクマネジメントに関する知識・技能の習得 

 
③地域との連携・協力体制づくり 
 地域学 

１）自ら学ぶ 

実行プログラム 内部教材を活用した勉強会の定期開催 3つの柱へ
の対応 

内容 
 

・今年度業務で作成した内部教材(p3-89～p3-93参照)を
活用し、観光協会職員が互いに講師となって勉強会を
開催する。（年4回程度） 

・勉強会では講師役がその時々の課題・問題点等をテー
マとして設定し、内部で議論しながら、資料のブラッ
シュアップを図る。 

① 

② 

２）先人に学ぶ 

実行プログラム 先進地視察、講習会等の受講 3つの柱へ
の対応 

内容 
 

・先進地の視察・意見交換及び講習会等への参加 
・先進地視察、講習会受講等にあたっては、以下の視点
で候補を抽出 

《先進地視察》2か所／年 程度 
・観光と環境の共生、エコツアーの先進的取り組み 
・地域ブランディングの成功事例 
・観光協会の経済的自立化、事業化の事例 

《講習会受講》1回／年 程度 
・マーケティング 
・接遇・リスクマネジメント 

① 

② 
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３）地域に学ぶ 

別途実施する観光資源情報の収集及び発信に係る検討において、収集した地域に関する情

報を活用し、地域の自然、歴史及び民俗文化等に対する理解を深め、広く発信するための取

り組みを実践する。これらの取り組みを実践するなかで、地域内外でのネットワークを構築

し、地域との協力体制の構築を図る。 

実行プログラム 地域学 3つの柱へ
の対応 

内容 
 

・大宜味村及やんばる3村の自然、歴史・文化に関する
理解を深め、一般の観光客にわかりやすくその魅力を
伝える。 

・令和2年度は、「塩屋湾のウンガミ」をテーマとして
詳細に整理したうえで、一般向け紹介ツール（HPで
の紹介、小冊子等）を作成する。 

③ 

① 
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（２）観光資源情報収集及び遺産周辺管理地域の魅力発信について（令和 2年～3年度） 

世界自然遺産の入口部として、遺産周辺管理地域への計画的誘導を図るため、身近な自然

情報、地域の歴史・文化に関する情報を収集し、これを効果的に発信し、また体験プログラ

ム等へ活用する方法について検討する必要がある。 

今後世界自然遺産となるやんばる地域において魅力となる情報、特に周辺管理地域への計

画的誘導を図るために有効な地域の情報を収集し、発信する方法について検討する。検討の

流れは以下の通りとし、実践（施行）、検証を行い、令和４年度以降継続して実施できる仕

組みの構築を図る。 

【検討の流れ】 
①どんな情報を集めるか？ 

やんばる地域の魅力を伝えるために有効な情報は何か、どんな情報が周辺地域への
計画的誘導に寄与するか、集める情報を抽出する。 

 

②どのように情報を集めるか？ 
①で抽出した情報をどのように集めるか、行政や地域関係者との協働も含めて効果

的かつ定期的に情報を集める方法を構築する 
 

③集めた情報をどう発信・活用するか？ 
あつめた情報を来訪者に効果的に伝える手法及び観光メニューとして商品化する方

策について検討する。 
 

④情報収集、発信・活用を実践する（試行） 
①～③で検討した情報収集の方法と発信までの仕組みを実践する。その成果を検証

し、必要に応じて改善策を検討する。 
 
①やんばる地域の魅力（特に周辺管理地域の魅力）を伝える情報とは？  

やんばる地域の魅力を伝える情報、特に周辺地域となる集落周辺における魅力を伝える情

報は何か、これまでの検討資料や関係者へのヒアリング等により抽出する。 

《想定される項目》 

・やんばるの森特有の植物の情報、季節を感じる植物等の開花情報 

  例）ブロッコリーの森、イジュの花、つばきの花、そばの花、寒緋桜etc 

・集落に訪れる生きものたち 

例）喜如嘉のターブクに飛来する野鳥等、屋古集落のチョウ 

・やんばる特有の文化資源 

  例）猪垣（やまししがき） 

・地域の伝統行事 

  例）塩屋湾のウンガミ、各集落の豊年祭等 
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集落周辺等の周辺管理地域における魅力を伝え、またリピーターを増やすためには、季節

ごとの魅力を発信することが、再来訪を促すきっかけになる。 

季節ごとのやんばる地域の自然と人の営みを感じるフェノロジー情報を、最新でかつ確実

な情報を収集し、来訪者に伝えることが重要と考える。特に開花は大体咲いているのではな

く、間違いなく咲いていることでお客様へご案内する重要な要件となるからである。 

 

②情報収集方法の検討 
①で抽出した項目について、定期的かつタイムリーに情報を収集する方法について検討す

る。 
情報収集の方法はいくつかの手法が想定され、対象に応じて適切な手法を選択又は組み合

わせて情報を収集することとする。 
収集した情報をより効果的に活用することを想定し、また最新かつ確実な情報を収集する

ために、視覚に訴え、よりビジュアル的にやんばるの魅力を収集することが可能な撮影機材

や ICT 技術の導入等の可能性を検討する。 

《想定される方法》 
・協会職員による定期観察 
・フィールドを活用するガイド等地域関係者からの情報収集 
・地域住民からの情報収集 
・定点モニターカメラ等による観察 
・その他、ドローンや SNS 等の活用による情報の収集 

 
③情報の効果的な発信、活用方法の検討 

収集した情報を効果的に発信する方法について検討する。 

《想定される方法》 
・HP による発信 
・Facebook や Instagram 等 SNS を活用した情報発信 
・やんばる森のビジターセンターにおける展示 
・地域資源マップやフェノロジーカレンダー等印刷ツールの制作 

活用方法として、身近な自然ややんばるの歴史・文化を体感できる集落散策等の体験プロ

グラムの開発を行う。 

なお、野生生物の生息情報については、密猟・盗掘等の恐れもあることから、情報の発信

方法等取扱には十分に配慮することとする。 

 

④情報の収集・発信に関する試行 
①から③で検討した情報収集と発信・活用方法について、一部をモデル事業として実践し、

結果を踏まえた検証、改善案の検討を行い、本事業後も継続して実行できる仕組みを構築す

る。
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２．東村における遺産周辺地域計画誘導モデル事業 

実施計画（案） 

１）事業の概要 

2020 年夏に控えた世界自然遺産登録を契機に、やんばるの自然や文化を楽しもうと多く

の観光客の来訪が予想されている。これを好機として地域活性化に結びつける機運が高ま

ることが予想されるが、世界自然遺産の核心地域で多人数の周遊観光客を受け入れること

は、環境保全の観点からオーバーユースによる自然への影響が懸念される。このため、周

辺管理地域への観光客の計画的な誘導や多様なニーズに応えるための組織体制を含めた受

入体制作りが重要となると考えられる。 

美ら海水族館や古宇利島などのメジャーな観光地が近接しており、世界自然遺産登録を

契機に、そこから気軽な気持ちで東村まで足を延ばす観光客が増加することが想定され

る。しかしながら、東村観光推進協議会では、慶佐次のマングローブカヤックツアーや、

やんばるの森の秘境ツアーなど付加価値の高いエコツアーといったアウトドア志向の強い

観光客層に向けた商品の販売はしているが、ライトユーザー層に提供できる手軽な観光メ

ニューや観光情報の幅が限定的である。また村内の観光施設や事業者間の連携が十分に図

られていないため、せっかく東村まで足を伸ばしてやってきた観光客に対して、村全体の

観光メニューをパッケージとして十分に提供することできず、やんばるの魅力発信や観光

収入の機会の一部を取りこぼしていると考えられる現状がある。 

そこで本業務は、遺産登録をきっかけにやんばるへの訪問を検討するライトユーザー層

を対象とした自然遺産周辺管理地域への計画誘導を推進し、東村を訪れる観光客の多様な

ニーズを満たすため、東村内の自然・文化資源およびそれらを題材とした観光メニューの

既存情報を整理するとともに、新たなニーズに対応するための観光メニューについて立案

検討を行うことで、今後の受け入れ体制作りの基礎的な資料を作ることを目的とする。な

お、観光メニューは、東村観光推進協議会が会員ガイドや村民と連携して提供する有料の

体験メニューと、ガイド等を伴わないフィールド利用の方法を含み、どちらについても、

自然・文化資源を持続的に利用できるものとする。 

 併せて、それらを運用する組織体制の確立を目指すため、戦略会議などを通して、地

域組織として目指すビジョンの共有や広く DMOなどの組織体制についても計画を行う。 

 

図表 1－1 東村福地ダム左岸から見渡したダム湖と世界自然遺産推薦地域 
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業務は以下の手順で行うものとする。 

 

計画・準備 

 

 

東村の観光資源等に関する情報の整理 

東村の自然・文化的な観光資源            （2-1） 

東村の自然・文化的な観光資源を活用した観光ﾒﾆｭｰ   （2-2） 

東村の観光資源に関する近年の動向           （2-3） 

遺産登録によるﾗｲﾄﾕｰｻﾞｰの志向分析           （2-4） 

 

 

東村の自然遺産周辺管理地域でのﾗｲﾄﾕｰｻﾞｰ層向け観光ﾒﾆｭｰの 

提案及び誘導計画案の検討 

東村の自然遺産周辺管理地域でのﾗｲﾄﾕｰｻﾞｰ層向け観光ﾒﾆｭｰの提案        （3-1） 

観光客を自然遺産周辺管理地域での観光ﾒﾆｭｰ計画的に誘導するための方策案（3-2） 

 

 

観光ﾒﾆｭｰの提供に向けた具体的な検討 

観光ﾒﾆｭｰの提供に向けた具体案の検討         （4-1） 

 

 

組織の運営能力の強化検討 

東村観光推進協議会 戦略会議にて組織体制の検討    （5-1） 

事例視察                                           （5-2） 

日本版 DMOに関する情報収集整理  （5-3） 

日本国内のユネスコパークに関する情報収集整理          （5-4） 

 

 

実施計画(案)の作成 

新たな体験アクティビティーの開発及び販路整備          （6-1） 

地域での組織体制の構築（DMOなど）                   （6-2） 

概算費用 （6-3） 

 

 

報告書作成 

図表 1－2 業務のフロー 
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２） 周辺地域を中心とした観光への計画誘導 

（１）東村の観光資源等に関する情報の整理 

 

東村の自然・文化的な観光資源及びそれらを活用した観光メニューに関する既存資料を

収集し、自然遺産周辺管理地域でライトユーザー層に向けて提供できるものを中心に整理

した。 

なお、本業務における「自然遺産周辺管理地域」とは、【図表 2－1】の「沖縄島北部にお

ける持続的観光マスタープラン（令和 2年 2月）」で示されている多人数の周遊観光の受入

れを想定した世界自然遺産の周辺エリアのことであり、「ライトユーザー層」とは、1～2時

間程度の短時間で気軽にやんばるの自然・文化を体験できる観光メニューや観光施設の見

学等を楽しみたいと考える層を想定している。 

 

図表 2－1 地域区分ごとの観光利用の方針【概念図】 

（出典：沖縄島北部における持続的観光マスタープラン） 
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３）実施計画(案)の作成 

 
6-1 遺産周辺管理地域における新たなアクティビティーの開発及び販路整備 

遺産周辺管理地域への計画的誘導を図るため、以下を目的として新たなライトユーザー

向け体験アクティビティの開発や販路整備を行う。 

・カヌー体験等ですでに来訪しているライトユーザー層向けメニューの商品化による更

なる滞在促進を図る 

・世界自然遺産登録により増加が想定される一般観光客、初めて東村を訪れる人に、気

軽にやんばるの自然と文化を体験できるメニューを提供することによってリピーター

を増やす 

 

 

①既存の体験アクティビティ商品の磨き上げ 

  今年度に調査した既存の体験アクティビティ商品や、新たに企画した体験アクティビテ

ィにおいて、磨き上げを行うことで魅力が向上し、集客や滞在が促進される可能性が高い

と考えられる商品を抽出し、世界自然遺産登録によって初めてやんばるを訪れる人への再

来訪意欲向上（リピート率の向上）、や海外インバウンド対応などの磨き上げを行う。（3商

品以上） 

 

②地域との連携による新たな体験アクティビティ商品の開発 

  体験アクティビティ商品に地域の「食」を絡めたメニュー開発を行うなど、地域との連

携・協働を進めることによって商品の魅力のさらなる向上を図ると共に、提供する商品の

素材をできるだけ地域内で調達することで、地域内の経済循環率を高め、地域への還元に

努める。 

また、農家民宿や絶景スポットでのポップアップレストランを新たな体験アクティビテ

ィとして造成する。 

ポップアップレストランについては、地元素材を活用した、地元のお母さんたちによる

郷土料理を提供するとともに、地元のお母さんたちとの触れ合いもコンセプトとする。 
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（棚田(休耕地)を活用した「ポップアップレストラン」例） 

 

③長期滞在を促進するための 1day／2dayツアープランの企画 

  上記の①、②で造成した各体験アクティビティ商品や宿泊施設などを組み合わせ、1day

ツアー（日帰り）プラン、2day ツアー（1 泊 2 日）プランを企画造成し、滞在の長期化を

狙う。（各 1プラン以上） 

 

④モニターツアー（国内／海外）の実施 

  上記③の滞在型セット商品について、国内と海外のモニターを招聘してモニターツアー

を開催し、商品の評価、及びプロモーションなどを行う。（4名×1回以上） 

 

⑤プロモーション動画制作と写真撮影 

  上記④のモニターツアーの模様を動画で撮影し、ツアー商品のプロモーション動画とし

て活用する。 

  また、合わせて写真撮影も行い、WEBサイトやパンフレットに使用可能な静止画素材を準

備する。 

 

⑥アウトドアイベントの開催 

  世界自然遺産を気軽に楽しめるアウトドアイベントを開催する。キャンプやカヌー、SUP

などのアウトドアアクティビティーを通して、やんばるの自然に触れてもらう。 
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⑦OTA（Online Travel Agency）への登録 

  造成した各商品について、国内外に広く販売するため、OTAに商品登録を行う。 

  当初は、国内向けに「あそびゅー」、海外向けに「Viator(英語)」に登録を行い、将来的

に、台湾向けに「KKDay」、韓国向けに「My Real Trip」への登録を検討する。 

 

6-2  地域組織体制の構築（DMO など） 

 

東村観光推進協議会の会員を中心としメンバーでの検討会等を重ねながら、地域住民や関

係機関の意見収集や調整を行い、モニターツアー等の実証実験を企画、実行し、地域組織と

しての組織体制の見直しや、未連携事業所との連携により、東村全域が観光による恩恵を受

けられるように地域組織体制の構築を行う。また、地域 DMOなどの枠組みを活用して組織と

しても持続的な活動ができるようにする。 

 


