
38３ 4圏域におけるワークショップ結果
（３）久米島

VISIONVISION TARGETTARGET 観光資源観光資源

全てと一つになれる
包容力のある島

■いやしアイランド

■故郷のような島

■観光を仕事にしやすい島

■食べることには事欠かない島

■文化の薫り高き田舎

■スポーツアイランド

■島まるごとテーマパーク

久米島の魅力に引き付けられた
つながりを深めたい人

■久米島の魅力に引きつけられる人

■都会生活に疲れた人

■時間と金に余裕のある人

■人とのつながりを深めたい人

■子どもを元気にする

■久米島の良いところを探りたい人

自然の恵みを活かした好奇心くすぐ
る経験

■自然科学活用・開発

■島人のガイドで自然に触れる学習体験

■薬草伝承

■島ならではの専門店やサービス

■南の島独特の味・自然を味わう観光

■島人の生活に溶け込む民泊

①強み

・水、海洋深層水
・豊富な食材（赤鶏、車海老、海ブドウ、もずく）
・固有生物（クメジマボタル、キクザトサワヘビ）
・久米島紬、体験 ・パークゴルフ
・独特な地形 ・周辺離島がなくコンパクト
・いろいろな風が吹く ・フリーWi-Fi
・島人の人柄、特に老人、気持ちが熱い

②弱み

・交通
（ジェット便が小さい、島内交通が悪い、
レンタカーが少ない）

・カフェが少ない
・雨天時のコンテンツがない
・Wi-Fiが遅い

③機会

・海洋深層水の採水増加による産業活性化
・陸上の養殖カキの事業化
・久米島牛のブランド化
・リタイア組によるロングステイ増

④脅威

・人口減少、人手不足
・診療所減少、出産施設の欠如

ワークショップ結果 まとめ（次頁に詳細）

SWOTまとめ



39３ 4圏域におけるワークショップ結果
（３）久米島アウトプット① ビジョン

【全てと１つになれる包容力のある島へ】

【ワークショップアウトプット】



40３ 4圏域におけるワークショップ結果
（３）久米島アウトプット② ターゲット

【久米島の魅力に引き付けられたつながりを深めたい人】

【ワークショップアウトプット】



41３ 4圏域におけるワークショップ結果
（３）久米島アウトプット③ 観光資源

【自然の恵みを活かした好奇心くすぐる経験】

【ワークショップアウトプット】



42３ 4圏域におけるワークショップ結果
（３）久米島アウトプット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

■久米島
プラス要因 マイナス要因

内
部
環
境

●強み　Strength

【調査結果】
・「貴重な野生生物」や「砂浜だけの島」の魅力点に対する高い評価
・「豊かな自然」や「土地柄独特の雰囲気」への高い期待イメージ

※県内離島の特徴まとめ資料から補足情報（個別要素）
・水が綺麗
・産業がある

【ワークショップ結果】
・水、海洋深層水
・豊富な食材（赤鶏、車海老、海ブドウ、もずく）
・固有生物（クメジメボタル、キクザトサワヘビ）
・久米島紬、体験
・パークゴルフ
・独特な地形
・周辺離島がなくコンパクト
・いろいろな風が吹く
・島人の人柄、特に老人、気持ちが熱い
・フリーWiFi

●弱み　Weakness

【調査結果】
・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）

【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）
・久米島空港を活用した海外との直行便

【ワークショップ結果】
・交通（ジェット便が小さい、島内交通が悪い、レンタカーが少ない）
・カフェが少ない
・雨天時のコンテンツがない
・WiFiが遅い

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
・本島から飛行機で30分という立地

【ワークショップ結果】
・海洋深層水の採水増加による産業活性化
・陸上の養殖カキの事業化
・久米島牛のブランド化
・リタイア組によるロングステイ増

●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】
・人口減少、人手不足
・診療所減少、出産施設の欠如



43３ 4圏域におけるワークショップ結果
（４）慶良間諸島

希少な生態系が維持された
自然保護の大切さに気付ける
圏域へ

■自然と経済のバランスを調える共通

ビジョンを描く

■第二のふるさと 度々旅々還る島

■人との出会いを楽しむ

■島の美しさを焼き付ける

■島が呼んでいる声を届ける

■非日常の世界 大自然に身を置く

VISIONVISION TARGETTARGET 観光資源観光資源
多くを求めず島にあるものを学び
それを楽しめる人

■多くを求めない人

■学びを求める人

■若い女性

■マナーの良い人

■お金にゆとりのある人

■キャパに限りはあるが宿泊滞在して

欲しい

■リピーター

ありのままの自然・文化

■栄養たっぷりなローカルフード体験

■自然保護で環境学習

■ガイド、インストラクター養成

■変化にとんだありのままの自然

■山の自然にもまれるスポーツ

■治安の良さ

■文化行事、スポーツイベント

①強み

・豊かな自然環境
（植物、ヤマモモ、イモリ、鳥、ケラマジカ）

・海洋資源
（近いビーチ、ウミガメ、透明度高い、
ホエールウォッチング、海産物）

・地理（本島に近い）
・独特な文化・行事（ハマウリ、ハーリー、綱引き）

②弱み

・交通
（船のみのアクセス手段、欠航、
ケラマ内の移動）

・リスク対応
（言語、安全対策、危機管理、外国人対応）

・食の多様性

③機会

・外国人対応を行うことでの機会創出
・ケラマ内の移動手段の定期化

④脅威

・自然破壊、ごみ問題、サンゴ減少
・台風などの悪天候による交通手段の欠航
・冬季期間の観光客減少
・水不足

ワークショップ結果 まとめ（次頁に詳細）

SWOTまとめ



44３ 4圏域におけるワークショップ結果
（４）慶良間諸島アウトプット① ビジョン

【希少な生態系が維持された自然保護の大切さに気づける圏域へ】

【ワークショップアウトプット】



45３ 4圏域におけるワークショップ結果
（４）慶良間諸島アウトプット② ターゲット

【多くを求めず島にあるものを学びそれを楽しめる人】

【ワークショップアウトプット】



46３ 4圏域におけるワークショップ結果
（４）慶良間諸島アウトプット③ 観光資源

【ありのままの自然・文化】

【ワークショップアウトプット】



47３ 4圏域におけるワークショップ結果
（４）慶良間諸島アウトプット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

■慶良間諸島
プラス要因 マイナス要因

内
部
環
境

●強み　Strength

【調査結果】
・「世界でも有数の透明度を誇る海」の魅力点に対する高い評価
・「海と砂浜が美しい」への高い期待イメージ

※県内離島の特徴まとめ資料から補足情報（個別要素）
・特うに海の美しさが特筆される（ケラマブルー）
・ホエールウォッチング

【ワークショップ結果】
・豊かな自然環境（植物、ヤマモモ、イモリ、鳥、ケラマジカ）
・海洋資源（近いビーチ、ウミガメ、ホエールウォッチング、透明度高い、海産物）
・地理（本当に近い）
・独特な文化・行事（ハマウリ、ハーリー、綱引き）

●弱み　Weakness

【調査結果】
・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）

【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）
・慶良間空港及びその周辺の整備

【ワークショップ結果】
・交通（船のみのアクセス手段、欠航、ケラマ内の移動）
・リスク対応（言語、安全対策、危機管理、外国人対応）
・食の多様性

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）

【作業部会資料から】
・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）
・慶良間空港を活用した新しい路線就航による観光客増加

【ワークショップ結果】
・外国人対応を行うことでの機会創出
・ケラマ内の移動手段の定期化

●脅威 Threat

【作業部会資料から】
・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、ごみ問題、サンゴ減少
・台風などの悪天候による交通手段の欠航
・冬季期間の観光客減少
・水不足


