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１．計画策定の背景 

国頭村森林公園（以下「森林公園」という。）は、昭和 53 年頃から整備が始められ、昭和 62 年に

運営を開始した。 
開園当初は「身近な森林環境を利用した村民の憩いと安らぎの場」として、主に村民を対象とした

施設としての意味合いが強い公園であった。しかし、バンガローやキャンプ施設等の宿泊施設の整備

（平成 10 年頃）や天文台の整備（平成 16 年）などが行われ、平成 19 年には森林セラピーロード認

定されるなど、徐々に広く村外からの利用者も訪れる公園となった。このため平成 22 年には「国頭

村森林公園基本計画 変更計画」が策定された。 

■国頭村森林公園基本計画 変更計画の概要 

・ 基本方針：安心・安全に利用でき、地域住民に愛される森林公園づくり。 
・ 土地利用計画：公園内各地の敷地特性を地形・景観等の総合的検討により、以下の 5 つのゾー

ンに分類。 
・ また、給水計画、排水設備、電気設備についても検討を行い、ツバキなどを活用した配植計画

を作成した。 
表序-1-1 国頭村森林公園基本計画 変更計画のゾーン分類 

ゾーン名称 位置 コンセプト 施設計画（案） 

花道ゾーン 国道 58 号より森林公

園入口までの道路 
 指標看板、村民の花

園、四季の花道等 
にぎわいゾー

ン 

計画地の入口付近 人と人、人と森が出会い快

適に接する機会の多い施

設を集中 

憩いの広場、展望

台、多目的広場等 

水たわむれゾ

ーン（森林セラ

ピーゾーン） 

辺土名湖 森林及び森林の中の水環

境を直接感じる遊び場 
森林環境、水環境等の癒し

の要素 

湖畔遊歩道、水辺の

憩い道、休養施設等 

自然ふれあい

ゾーン 

― 森林の中の動植物鳥類等

の野生動物の観察や生育

環境の観察をしながら自

然への理解を深める 

ふれあい小径、道

標、説明板等 

体験ゾーン 計画地北側 炭焼きガマ、シイタケ栽

培、植林に関する体験を通

じて、人と林業の結びつ

き、森林の役割を学ぶ 

ペッカーロード、木

炭窯、シイタケ栽培

場等 

 

その後、平成 25 年には「やんばる森のおもちゃ美術館」がオープンし、さらに森林公園内の歩道

や周辺林道を使った国頭村トレイルランニング大会が開催されるなど、様々な形で利用されるように

なってきた。 
近年におけるこれらの施設整備や利活用方法は、自然環境を保全しつつ森林の多面的な機能や効用

を幅広く活かしていこうとする「やんばる型森林業」の概念が森林公園の整備・運営にも反映された

結果であり、これにより森林公園の利用形態や利用者層も徐々に変化しつつある。 
運営開始後も随時、社会情勢の変化や利用者ニーズに応じる形で基本計画の一部見直し等を行いな

がら、必要な施設整備を継続的に実施してきた。 
なお、平成 28 年 9 月 15 日にやんばる国立公園が指定され、森林公園も一部が第 3 種特別地域に

指定され、さらに、国頭村を中心としたやんばる 3 村が、世界自然遺産推薦候補地として選定され、

平成 29 年 2 月 1 日には「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」を世界自

然遺産へ推薦するための推薦書がユネスコ世界遺産センターに提出された。 

序章 計画策定の背景と目的 
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２．計画策定の目的 

国頭村森林公園基本計画（以下「本計画」という。）は、森林公園内の整備状況や利用者ニーズの変

化、沖縄県や国頭村における森林行政、観光行政の方向性、国立公園指定や世界自然遺産の推薦・登

録を見据えた外部環境の変化等、森林公園を取り巻く過去、現在、将来の変化状況踏まえ、今後 10 ケ

年程度を見据えた公園整備の方向性等を示した「マスタープラン」とすることを目的とした。 

３．対象範囲 

本計画は、やんばる国立公園や世界自然遺産のゾーニング、沖縄県や国頭村の森林ゾーニングとの

関係も考慮し、現在の森林公園の施設整備エリア及び隣接する村有林エリアも計画対象とする。（検

討対象範囲：約 124ha） 

図序-3-1 本計画の対象範囲 

  



 

3 

４．計画策定の流れ 

本計画は、「国頭村森林公園基本計画 変更計画」が策定された平成 22 年以降の社会動向（やんば

る国立公園の指定、世界自然遺産登録への動き等）や、森林公園の整備・管理状況、森林公園に対す

るニーズ等を踏まえ、策定委員会による見直しを行ったものである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図序-4-1 計画策定の流れ 

  

１．現況把握 

２．基本計画の検討 

 

② 施設導入等の方向性の検討 

③ ゾーニング及び整備の方向性の検討 

⑤ エリアごとの景観・意匠・空間構成の設定 

① 基本方針の設定 

① 自然条件・社会条件・社会動向等の整理 

② 森林公園の施設整備・管理運営の現状把握 

③ 森林公園活用ニーズの把握 

④ アクセスルート改善の方向性の検討 

⑥ 施設整備イメージの検討 

④ 類似事例調査 

国頭村森林公園基本計画の策定 

委員会 
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１．自然条件 

（１）地形・地質 

森林公園とその周辺の標高分布、傾斜度分布を図 1-1-1 及び図 1-1-2 に示す。やんばる地域（沖

縄島北部）には、最高峰の与那覇岳をはじめとする山岳が北東―南西方向に連なっている。国頭村

森林公園は、辺土名地区及び奥間地区に近い山脈西側の山裾付近に位置している。 
森林公園の現有施設整備範囲は、標高は 180m から 215m 程度であり、比較的平坦な地形に、

多目的広場、憩いの広場、バンガローなどの施設が整備されている。現有施設整備範囲の中南部側

には、農業用水湖である辺土名湖が存在している。 
森林公園の範囲全体では、標高は 180m から 320m 程度であり、東南部を中心に急峻な山地が

存在している。北部には、クロスカントリーコースになっている平坦な造成地が存在する。 
一帯は、始新世～白亜紀の名護層粘板岩・千枚岩・泥質片岩で形成され、土壌は林地性の乾性黄

色土壌および適潤性黄色土壌である。 

 
図 1-1-1 標高分布 出典：沖縄県森林管理課提供データ 

 
図 1-1-2 傾斜度分布 出典：沖縄県森林管理課提供データ 

 

第１章 自然条件・社会条件 
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（２）植物 

①植生 

森林公園とその周辺の植生分布、空中写真を図 1-1-3 及び図 1-1-4 に示す。現有施設整備範

囲については、駐車場や一部の歩道等は舗装されており、芝生広場として整備されたエリアも

存在する。未整備の森林公園範囲内には、亜熱帯常緑広葉樹林のボチョウジ－スダジイ群団や

常緑針葉樹二次林のリュウキュウマツ群落が広がっている。北部のクロスカントリーエリア

（造成地）は、芝生及び草原となっている。 

 
図 1-1-3 植生分布 出典：環境省 第 6・7回自然環境保全基礎調査 

 
図 1-1-4 空中写真 出典：沖縄県森林管理課提供データ  
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②公園内で確認された植物 

森林公園内での概査により、以下の植物が確認された。 
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表 1-1-1 森林公園内で確認された植物種 

希少 文化 形 学習 花 果実 外来

園地 ムラサキカタバミ ○ 植栽
園地 ケラマツツジ ○
園地 ナンバンギセル ○
園地 タイワンハチジョウナ
園地 エダウチチヂミザサ
園地 コバノミヤマノボタン ○ ○ 植栽
園地 コバナヒメハギ ○
園地 フトモモ ○
園地 ヤマツツジ
園地 ササクサ

園地・歩道 ヤブツバキ ○ ○
園内や道路結節点な
どに植栽

園地・歩道 アメリカハマグルマ ○
※

園地・歩道 タチアワユキセンダングサ ○
※

園地・歩道 ススキ ○
園地・歩道 ケホシダ
園地・林内 ゲットウ ○ ○ ○ 植栽
園地・林内 サクラツツジ ○
歩道 ヘツカリンドウ ○
歩道 ミズスギ ○ ○
歩道 コモウセンゴケ ○ ○
歩道 ヘツカリンドウ
歩道 コモウセンゴケ
歩道 リュウキュウイチゴ ○ ○
歩道 ラン ○ ○
谷 ヒカゲヘゴ ○ ○ 群生
谷 ヒリュウシダ 林内点在
谷 タカワラビ
谷 トクサラン ○ 林内点在
谷 ヤマビワ 林内点在
谷 クロヘゴ
谷 クチナシ ○ 林内にも点在
谷 フカノキ
谷 アカミズキ
谷 イイギリ ○ 林縁にも点在
谷 オオチヂミザサ
谷 ヘツカリンドウ
谷 ヒトツバ
谷 キンギンソウ
谷 ハマイヌビワ
谷 アカメイヌビワ
谷 オオバイヌビワ
谷 トクサラン ○ ○
谷 シマイズセンリョウ

特徴
種名立地 備考

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

希少：希少種である。 

文化：食料として用いられるなど、人間の生活に結びつく文化的資源である。 

形 ：形が独特で面白い。 

学習：寄生植物など、理科学習の興味深い教材となる。 

花 ：花をつける。 

果実：果実をつける 

外来：外来種である（※のつくものは、生態系被害防止外来種） 
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希少 文化 形 学習 花 果実 外来

林縁 ノボタン ○
林縁 アカメガシワ
林縁 モエジマシダ
林縁 ヤリテンツキ ○
林縁 ハゼノキ
林縁 ショウロウクサギ
林縁 オオバギ
林縁 イイギリ ○
林縁 ヘゴ ○
林縁・歩道 ノアサガオ ○
林縁・林内 シラタマカズラ ○ ○
林内 ツルカタヒバ
林内 タカサゴキジノオ
林内 ヒトツバ
林内 ナガバカニクサ
林内 ホラシノブ
林内 ホングウシダ
林内 イタビカズラ
林内 ヒノキバヤドリギ ○ ○ 寄生植物
林内 ホルトノキ 主要構成木
林内 リュウキュウマツ 主要構成木
林内 カモメヅル
林内 サカキカズラ
林内 オキナワサルトリイバラ
林内 モクレイシ
林内 シロミミズ
林内 サクラツツジ ○ 林道沿いは少ない

林内 ヤマヒハツ
林内 ハスノハカズラ
林内 ハナガサノキ
林内 ナカハラクロキ
林内 ヒサカキ
林内 リュウキュウモクセイ
林内 スダジイ 主要木
林内 イジュ 主要構成木
林内 ヤマモモ 主要構成木
林内 タイミンタチバナ 主要構成木
林内 コバンモチ 主要構成木
林内 ギイマ
林内 コウシュウウヤク
林内 クワズイモ ○
林内 ヒメユズリハ 主要構成木
林内 アデク

立地 種名
特徴

備考

 
  希少：希少種である。 

文化：食料として用いられるなど、人間の生活に結びつく文化的資源である。 

形 ：形が独特で面白い。 

学習：寄生植物など、理科学習の興味深い教材となる。 

花 ：花をつける。 

果実：果実をつける 

外来：外来種である（※のつくものは、生態系被害防止外来種） 
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希少 文化 形 学習 花 果実 外来

林内 イヌビワ
林内 モッコク
林内 トベラ
林内 ムッチャガラ
林内 リュウキュウチク ○
林内 カキノキ
稜線 リュウキュウマツ ○
稜線・車道 ススキ ○
稜線・車道 コシダ ○
車道 ギンネム ○
車道 サキシマフヨウ 植栽
車道 ノゲシ
車道 ヤンバルアワブキ
車道 ホウロクイチゴ ○
車道・稜線 タマシダ
車道・林内 アオノクマタケラン

立地 種名
特徴

備考

 
 

 

 

 
 

 

 

（３）動物 

①やんばるの森の動物 

やんばる地域の森林には多様な生物が生息しており、「ヤンバルクイナ」、「ノグチゲラ」、「ケ

ナガネズミ」、「ヤンバルテナガコガネ」などが沖縄県に生息する天然記念物として国により指

定されている。 

②公園内で確認された動物 

森林公園内の概査により、ヤンバルクイナやノグチゲラをはじめ、カエルやトンボ等、トゲ

ネズミとヤンバルテナガコガネを除いた、やんばる地域に固有の種のほとんどが確認されてい

る。 
特に、トンボについては、やんばるで確認されているトンボのほとんどを森林公園内で観察

することができる。※1 
【現地踏査で確認した主な希少種】 

（鳥類） 

 ・アマミヤマシギ 

・ヤマシギ 

・アカヒゲ 

・リュウキュウコノハズク 

・ノグチゲラ 

（両生類）・ 

 ・シリケンイモリ 

 ・リュウキュウアカガエル 

※1：森林公園をエコツアーのフィールドとして活用しているオクマプライベートビーチ＆リゾート篠原氏へ

のヒアリングによる。 

希少：希少種である。 

文化：食料として用いられるなど、人間の生活に結びつく文化的資源である。 

形 ：形が独特で面白い。 

学習：寄生植物など、理科学習の興味深い教材となる。 

花 ：花をつける。 

果実：果実をつける 

外来：外来種である（※のつくものは、生態系被害防止外来種） 
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（４）景観 

現有施設整備範囲内では、木、森に囲まれた雰囲気で園内遊歩道、芝生広場、宿泊等の施設を利

用できるように、木立の合間に施設が配置された景観となっている。未整備の森林公園範囲では、

亜熱帯の森林景観が広がっている。 

（５）気象 

沖縄は、亜熱帯海洋性気候帯に属し、冬季が温暖で年較差が小さく、四季が比較的不明瞭と言わ

れている。森林公園から 15km ほど離れた沖縄気象台奥観測所における平年値（1981～2010 の平

均地）をみると、年平均気温が 20.7℃、最暖月の 7 月の平均気温 26.7℃、最寒月の 1 月の平均気

温は 14.5℃である。 

表 1-1-2 奥観測所における気象データの平年値（月ごと） 

要素 
降水量 平均気温 日最高気温 日最低気温 平均風速 日照時間 

(mm) (℃) (℃) (℃) (m/s) (時間) 

統計期間 1981～2010 1986～2010 

1 月 157.5 14.5 17.1 12.4 2.7 78.3 

2 月 165.7 14.6 17.5 12.5 2.8 80.6 

3 月 204 16.4 19.6 14 3 103.7 

4 月 205.9 18.9 22.1 16.4 3.1 120.5 

5 月 276.6 21.6 24.8 19.2 3.1 142.2 

6 月 309.5 24.6 27.9 22.5 3.6 174.2 

7 月 158.9 26.7 30.3 24.5 3.2 239.2 

8 月 210.7 26.5 29.7 24.5 3.3 203.9 

9 月 255.1 25.3 28.4 23.4 3 159.2 

10 月 203 22.8 25.6 21 3 129.8 

11 月 198.6 19.7 22.3 17.9 3.1 92 

12 月 138.3 16.3 18.9 14.4 2.7 90.3 

年 2501.5 20.7 23.7 18.6 3 1615.9 

出典：気象庁

HP(http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/nml_amd_ym.php?prec_no=91&block_no=090

1&year=&month=&day=&view=) 
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２．社会条件 

（１）土地所有 

森林公園周辺の土地所有状況を図 1-2-1 に示す。現有施設整備範囲の全域が村有地である。クロ

スカントリーエリア（造成地）では、数区画分が住宅用土地区画として売却され、私有地になって

いる。 

 
図 1-2-1 森林公園周辺の土地所有状況 出典：沖縄県森林管理課提供データ 

（２）権利制限 

国頭村森林公園の内部には、権利制限のかかる保安林、鳥獣保護区及び文化財は存在していな

い。現有施設整備範囲の最奥部の一部及び、未整備の森林公園範囲が、環境省により、地域制公園

としてやんばる国立公園に指定されている（詳細は第 3 章１．（１）を参照）。 
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（３）アクセス 

沖縄本島の人口が集中し、空の玄関口・那覇空港も存在する、本島中南部の都市圏から国頭村森

林公園までは、沖縄自動車道及び国道 58 号を利用して 2 時間程度でアクセスできる。 
図 1-2-1 に、森林公園周辺のアクセスルートを示す。辺土名地区から国頭村森林公園までは、2

本の村道が整備されている。また、林道を使うことで東海岸側からのアクセスも可能である。未整

備範囲内部は車道は整備されていないが、歩道が存在している。 
 

（４）周辺のスポット 

国頭村森林公園の周辺で、住民や観光客がレクリエーションや観光目的で訪れるようなスポッ

トは、以下のとおりである。 

表 2-1-1 国頭村森林公園周辺のレクリエーション施設等 

名称 直線距離 道路距離 施設の概要 

道の駅ゆいゆい国頭 2km 3.7km ドライブの休憩や食事に立ち寄ることができ

る。土産物等の物産も豊富に販売している。 

やんばる 3 村観光連

携拠点施設 

道の駅ゆいゆい国頭に隣接している。3 村の観

光案内所があるほか、食堂、カフェも複数入居

している。 

やんばる野生生物保

護センター 

ウフギー自然館 

1.1km 4.0km 環境省が整備したやんばるの自然や野生生物保

護について学習できる施設。 

比地キャンプ場 1.8km 4.8km 14台のキャンプ台があるほか、比地大滝までの

トレッキング道の入口となっている。 

くいなエコ・スポレ

ク公園 

2.7km 5.1km 野球場、陸上競技場、屋内運動場、パークゴル

フ場などが整備された総合運動エリア。 

オクマプライベート

ビーチ＆リゾート 

2.9km 4.9km 国頭村最大の宿泊容量を持ち、宿泊者のための

ビーチや浴場などのリゾート施設を有する。 

国頭村森林公園を利用したエコツアーも実施し

ている。 

与那覇岳 2.0km 
(登山口まで) 

3.0km 
(登山口まで) 

山頂の標高は 503mと沖縄島で最も高い。林道や

登山道のトレッキングや、自然観察ができる。 

※表中の距離は、森林公園からの距離  
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図 1-2-1 森林公園へのアクセスルートと主要スポット 
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１．森林公園のエリア区分 

森林公園は、やんばる森の美術館やオートキャンプ場等が整備された地区と、トレイルランニング

やクロスカントリーの場として利用される村有林からなる。そこで、森林公園内を「既存施設整備エ

リア」、「トレイルランニングコースと周辺森林エリア」、「クロスカントリーコースエリア」の 3 つの

エリアに区分する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-1-1 森林公園エリア区分 

 

第２章 国頭村森林公園の現況 

 

既存施設整備エリア 

トレイルランニングコースと周辺森林エリア 

クロスカントリーコースエリア 
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２．各エリアの状況 

（１）既存施設整備エリアの状況 

①施設配置 

既存施設整備エリアには、オートキャンプ場、バンガロー、樹上ハウス、といった宿泊施設

や、やんばる森のおもちゃ美術館、休養施設、天文台、展望台、多目的広場等のレクリエーシ

ョン施設が整備されている。 

 
図 2-2-1 主要な施設等の配置 出典：国頭村森林公園パンフレット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

森林公園入口ロータリー    多目的広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展望台       森のおもちゃ美術館 
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天文台         休養施設 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オートキャンプサイト         オートキャンプ場炊事棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

園内駐車場（オートキャンプ場脇）     樹上ハウス   整備された園路 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シャワー棟   キャンプ台  トイレ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バンガロー      バンガロー 炊事棟 
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② 既存施設の現状 

既存施設の施設の状況は、表 2-2-1 に示すとおりである。各施設とも管理状況は概ね良好で

あるが、一部の施設では、老朽化や損壊等がみられ、長期間補修・修繕が行われていない箇所

もみられる。 

 

 

 

 

 

 

■老朽化・損壊し使用禁止の憩いの広場の施設（左：林間遊具 中央：東屋 右：旧総合案内施設） 

 

 

 

 

 

 

 

■劣化が進んだ施設（左：森林セラピーデッキ 中央：バンガロー 右：樹上ハウス網戸） 

 

 

 

 

 

 

 

■老朽化や情報未更新の案内板（左：憩いの広場 中央：多目的広場遊歩道入口 右：辺土名湖畔歩道） 

 

 

 

 

 

 

 

■長期間補修・修繕が行われていない箇所（左：平成 27年 9月撮影、右：平成 29年 8月撮影） 
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表 2-2-1 既存施設の状況（残存期間は H29年末時点） 

施設名 
実施 

年度 

耐用 

年数 

残存 

期間 
利用状況 老朽化等の現状 

旧総合案内施設 

（憩いの広場） 
S55 50 13 － 老朽化により閉鎖。 

トイレ（憩いの広場） S55 50 13 広場利用者が利用 
老朽化しているが使用に問

題はない。 

多目的広場（張芝） S56 10 0 
イベント、キャンプ利用 

（年間 1,192人：H28） 

特に問題なし。 

憩いの広場（張芝） S58 20 0 特に問題なし。 

きのこ型シェルター

（憩いの広場） 
S58 50 18 広場利用者が利用 

老朽化しているが使用に問

題はない。 

東屋（憩いの広場） S58 15 0 － 老朽化で使用禁止。 

トイレ 

（樹上ハウス付近） 
S58 50 16 キャンプ利用者等が利用 

老朽化しているが使用に問

題はない。 

キャンプ台（林間） － － － 
年間宿泊者数 

126（H28) 

老朽化しているが使用に問

題はない。 

展望台 － － － 眺望利用 右手側の柵が壊れている。 

天文台 － － － 
星空観察会 

（年間 928人：H28) 
特に問題なし。 

バンガロー施設 

H8 15 0 

年間宿泊者数 1,439（H28) 

柱・床・窓部に腐食がみら

れ、窓部の腐食箇所等から

雨漏りがみられる。 
H10 15 0 

東屋（バンガローサイ

ト、公園入口） 
H10 15 0 バンガロー利用者が利用 特に問題なし。 

トイレ 

（バンガローサイト） 
H10 50 31 バンガロー利用者が利用 特に問題なし。 

炊事施設 

（バンガローサイト） 
H10 15 0 バンガロー利用者が利用 特に問題なし。 

斜面ロープウェイ・ぶ

らぶら橋 

（憩いの広場） 

H11 15 0 

－ 

老朽化で使用禁止（単なる

補修では安全基準に不適

合）。 

木製コンビネーショ

ン遊具（憩いの広場） 
H13 15 0 

ローラ滑り台 

（憩いの広場） 
H14 15 0 

樹上ハウス 

（底面入口型） 
H11 27 9 

年間宿泊者数 676（H28) 網戸の破損。 
樹上ハウス 

（階段型） 
H12 27 10 

シャワー施設 H11 15 0 キャンプ利用者等が利用 
老朽化しているが使用に問

題はない（数は不足）。 
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施設名 
実施 

年度 

耐用 

年数 

残存 

期間 
利用状況 老朽化等の現状 

やんばる森のおもち

ゃ美術館 

（内装改修は H25） 

H12 34 17 年間利用者数 13,458（H28) 特に問題なし。 

トイレ（多目的広場） H13 50 34 
多目的広場や周遊園路利用

者が利用 
特に問題なし。 

キャンプ台 

（オートキャンプ場） 
H14 15 0 年間宿泊者数 1,013（H28) 特に問題なし。 

炊事施設（オートキャ

ンプ場） 
H16 22 9 

オートキャンプ場利用者が

利用 
特に問題なし。 

休養施設 H23 22 16 
主に森林セラピー利用者等

が利用（年間 388：H28) 
特に問題なし。 

林間遊歩道 － － － 散策、自然観察利用等 
木炭窯へ続く道に柵の崩壊

箇所あり。 

木炭窯 － － － － 手入れ不足で放置状態。 

各種案内板 － － － － 
老朽化で板面が見えないも

のがある（情報も未更新）。 

森林セラピー関連施

設（デッキ等） 
－ － － 森林セラピー 

デッキや解説板等が老朽

化。 

 
また、主な既存施設の利用上の課題ついて、アンケート調査結果、指定管理者ヒアリング及び現

地調査から抽出し、表 2-2-2 に整理した。 
 

 

表 2-2-2 主な既存施設の利用上の課題 

施設名 利用上の課題 

バンガローサイト ・バンガロー内にアリが多く、利用者からの苦情もでている。適宜駆

除作業を行っているが、抜本的な対策が必要。 

・エアコンや扇風機の設置や照明器具のスイッチの改善（個別化）バ

リアフリー対応等が求められている。 

樹上ハウス ・下向き（底面）に入口があるタイプ（2棟）は、出入りが非常に不

便（扉が重い、子どもの落下の恐れ、夜や強風時の出入りが危険、

体の大きい人が入れない）であり、安全面に課題。 

オートキャンプ場 ・付近にトイレやシャワー施設が無く、利便性、快適性に課題。 

炊飯棟（樹上ハウス付近） ・小規模であり、使い勝手が悪いため、利便性に課題。 

シャワー棟 ・公園全体で１箇所（男性用、女性用各 3室）のみであり、宿泊客が

多い場合、絶対数が不足しており利便性、快適性に課題。 

・利用者からは「均等に水がでない」「温度の調整ができない」との

指摘がある。 

憩いの広場 ・遊具、東屋、管理棟（旧総合案内施設）など、老朽化して利用でき

ない施設が多く、これらの取扱いも含めた広場全体の再整備が課

題。 

トイレ ・公園全体での便器数は足りているが、利用の多いオートキャンプ場

や休養施設には未整備であり、効果的な配置が課題。 
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施設名 利用上の課題 

やんばる森のおもちゃ美術館 ・子ども向け施設であるにも関わらず、乳幼児を連れた来館者のため

の設備が不十分（おむつ替えスペース、トイレの個室内で乳幼児を

座らせる椅子、子ども用便器、子ども用ベンチ、授乳スペース等）

でありトイレの改修、増築、授乳スペース等の確保が必要。 

・荷物置場が無い（来館者は荷物を壁際やおもちゃの棚の空きスペー

ス等に置いている）ことから、貴重品管理の面からも荷物を置くた

めの棚やロッカー等の整備が必要。 

・美術館内に段差（高さ 40cm 程度）があり、乳幼児が落下して怪我

をするリスクがある。 

休養施設 ・森林セラピー等で利用されているがトイレがなく、また有料である

ことから利用が少ない。 

・利用活性化のための方策（機能転換等を含む）の検討が必要。 

展望台 ・直下の一本松が眺望を遮っており、伐採を予定。 

・眺望対象の説明（方向、距離、名称等）が不十分であり、解説板等

の整備が必要。 

（アンケートでは、利用者は必ずしも多くないが、満足度は高い） 

天文台 ・操作できる職員が、現在森林公園に不在であり、十分に活用できて

いない。 

林間遊歩道・園路 ・自然観察ツアー等の中核施設であり、沿道の自然環境の保全ととも

に、利用者の安全性確保のための整備が必要。 

・夜間は暗く、宿泊利用者からも「足元だけでも少し明かりが欲しい」

という要望がでている。 

各種案内板 ・情報更新が不十分であり、現状と合っていない。また、近年は外国

人来園者も増加傾向にあり、多言語対応も含めた改善が必要。 

森林セラピー関連施設 

（デッキ等） 

・デッキや解説板等が老朽化しているとともに、周囲が一部ヤブ化し

ている箇所もあり、セラピー施設としての改善が必要。 
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（２）トレイルランニングコースと周辺森林エリアの状況 
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（３）クロスカントリーコースエリアの状況 
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３．公園の利用状況 

（１）利用者数 

①各施設の利用者数 

森林公園の各有料施設の平成 28 年度の利用者数を表 2-3-1 に示した。 

表 2-3-1 各施設の利用者数  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国頭村経済課提供データ 

 

有料施設の年間利用者数は、約 22,700 人であった。そのうち、おもちゃ美術館の利用者が約

13,500 人と半分近くを占めた。次いで多かったのは、バンガロー、公園広場、オートキャンプ場の

利用者で、それぞれ約 1,400 名、約 1,200 名、約 1,000 名であった。また、全ての宿泊施設の利用

者数の合計は年間で約 4,400 名であった。 
月別では、ゴールデンウィークのある 5 月、夏休みの 7 月、8 月の利用者が多く、11 月、2 月は

利用者が少なかった。また、有料施設の利用者の約 85％は村外居住者、約 15％は村内居住者であ

った。 
多目的広場等の芝生や散策道の日帰り利用や、イベント時の利用など、有料施設を利用しない来

園者の数は把握されていないが、平成 29 年 8 月に行った現地での利用者アンケートの際、体操、

ウォーキング等を行う来園者が確認された。また、平成 29 年 9 月に行った村民アンケートでも、

一定数の回答者が、1 年以内に森林公園で花や樹木、景色を楽しんだり、散歩をした、と答えてい

た。森林公園全体の利用者数は有料施設利用者数の 22,700 人を上回り、そのうち国頭村民の占め

る割合も 15％より高いと推察される。 
  

村内 13 0 0 0 0 0 0 71 0 150 84
村外 76 47 81 19 124 0 44 809 174 15 1,374
村内 24 0 0 0 0 0 0 171 0 137 195
村外 132 99 115 23 310 0 43 1,603 152 0 2,477
村内 0 0 0 0 0 6 0 79 0 20 85
村外 104 43 18 2 488 1 66 745 210 0 1,677
村内 58 0 21 0 0 19 0 175 0 0 273
村外 69 41 123 2 51 2 136 1,243 261 0 1,928
村内 79 4 0 0 0 21 0 60 0 0 164
村外 287 134 224 18 40 0 317 1,670 538 0 3,228
村内 54 0 0 0 10 12 0 134 0 0 210
村外 60 56 34 6 8 0 91 931 228 40 1,414
村内 53 12 0 0 0 15 0 83 0 0 163
村外 51 54 108 21 58 20 112 1,051 158 43 1,633
村内 35 0 0 0 0 0 0 45 0 0 80
村外 43 34 75 13 19 54 36 846 105 206 1,225
村内 7 0 0 0 0 0 13 90 0 0 110
村外 68 54 77 9 21 48 18 751 104 91 1,150
村内 18 0 1 0 0 38 0 99 0 0 156
村外 22 5 26 2 50 32 16 937 262 149 1,352
村内 25 0 0 0 0 30 0 69 0 0 124
村外 48 18 76 2 6 90 25 696 112 91 1,073
村内 10 0 0 0 0 0 0 69 0 0 79
村外 103 75 34 9 7 0 11 1,031 149 102 1,270
村内 376 16 22 0 10 141 13 1,145 0 307 2,030
村外 1,063 660 991 126 1,182 247 915 12,313 2,453 737 20,687

バンガロー 樹上ハウス オートキャンプ場 キャンプ台 公園広場 休養施設 天文台 小計
おもちゃ

美術館
合計施設名

施設利用
（協力金）

施設利用

4月 1,623

5月 2,809

6月 1,782

7月 2,201

8月 3,392

9月 1,664

10月 1,839

11月 1,511

22,717

12月 1,351

1月 1,657

2月 1,288

1,04413,458 2,453

3月 1,600

小計 22,717

合計 1,439 676 1,013 126 1,192 388 928
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②公園全体の利用者数の推移 

平成 23 年度から平成 28 年度までの公園の利用者数の経年変化を図 2-3-1 に示した。おもちゃ美

術館がオープン（平成 25 年 11 月）した平成 25 年度から利用者数が大幅に増加している。 
なお、平成 27 年度は、5 月のゴールデンウィークや 9 月の連休（シルバーウィーク）が 5 連休と

なったことなどから利用者数が増加したものと考えられる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-1 公園利用者数の推移  出典：国頭村経済課提供データ 

 

③宿泊系施設の利用者数の推移 

宿泊系施設（バンガロー、樹上ハウス、オートキャンプ場、キャンプ台、公園広場（フリーキャ

ンプサイト））の利用者数の経年変化を図 2-3-2 に示した。バンガローについては、毎年 1,400 人以

上と安定的に利用されていたが、やや減少傾向にある。また、公園広場でのキャンプも利用者数が

多かった。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-2 宿泊系施設の利用者数の推移  出典：国頭村経済課提供データ 
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④宿泊以外の有料施設の利用者数の推移 

おもちゃ美術館、天文台、休養施設の利用者数の推移を図 2-3-3 に示した。おもちゃ美術館は、

本格オープンした平成 26 年度及びその翌年度は 15,000～16,000 人の利用があったが、平成 28 年

度は減少している。天文台、休養施設の利用者数は、微増減を繰り返しながら概ね横ばいで推移し

ている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-3-2 おもちゃ美術館、天文台、休養施設の利用者数の推移 出典：国頭村経済課提供データ 

（２）各施設の稼働率 

①おもちゃ美術館 

おもちゃ美術館の曜日別・月別の稼働率を表 2-3-2 に示した。平日 26.2％、土日祝日 83.7％であ

り、平日の稼働率は低い。また、月別では、ゴールデンウィークがある 5 月（73.0％）や夏休み期

間である 8 月（73.9％）、7 月（58.4％）であるが、その他の月は 50％に満たない。 
 
表 1-3-2 おもちゃ美術館の稼働率（平成 28 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             出典：国頭村経済課提供データ  

8,975

14,727
15,673

13,458

705
576 856 797 657 928

275 144 267 327 388
0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28

おもちゃ美術館 天文台 休養施設

大人 子ども 計 日平均

平日 197 2,368 2,274 4,642 24 26.2%

土日祝 117 4,585 4,228 8,813 75 83.7%

4月 26 470 410 880 34 37.6%

5月 27 865 909 1,774 66 73.0%
6月 26 447 377 824 32 35.2%
7月 27 713 705 1,418 53 58.4%
8月 26 870 860 1,730 67 73.9%
9月 26 563 502 1,065 41 45.5%
10月 27 597 537 1,134 42 46.7%
11月 25 475 416 891 36 39.6%
12月 27 458 383 841 31 34.6%
1月 24 554 482 1,036 43 48.0%
2月 24 401 364 765 32 35.4%
3月 27 540 557 1,097 41 45.1%

稼働率営業日数
入場者数
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②宿泊系施設 

宿泊系施設の稼働率を表 2-3-3 に示した。いずれの施設も土曜日夜の稼働率が最も多く、バンガ

ローが最も高い（44.9％）。また、バンガローは 8 月の稼働率が 50％を超えている。一方平日の稼

働率や、特にキャンプ系施設（オートキャンプ場、キャンプ台、公園広場）の 6 月及び 1～3 月の

稼働率の低さも読み取れる。 
 

表 2-3-3 宿泊系施設の稼働率（平成 28年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国頭村経済課提供データ 

  

 利用数 稼働率 利用数 稼働率 利用数 稼働率 利用数 稼働率 利用数 稼働率
月曜夜 52 17 10.9% 11 4.2% 12 2.9% 1 0.6% 4 0.2%
火曜夜 52 14 9.0% 11 4.2% 12 2.9% 3 1.9% 29 1.3%
水曜夜 52 12 7.7% 11 4.2% 10 2.4% 4 2.6% 34 1.5%
木曜夜 52 17 10.9% 16 6.2% 10 2.4% 5 3.2% 8 0.4%
金曜夜 53 21 13.2% 22 8.3% 26 6.1% 5 3.1% 20 0.9%
土曜夜 52 70 44.9% 67 25.8% 94 22.6% 18 11.5% 38 1.7%
日曜夜 52 19 12.2% 23 8.8% 35 8.4% 3 1.9% 7 0.3%
4月 30 14 15.6% 11 7.3% 23 9.6% 5 5.6% 30 2.3%
5月 31 21 22.6% 23 14.8% 19 7.7% 5 5.4% 29 2.2%
6月 30 4 4.4% 14 9.3% 5 2.1% 1 1.1% 2 0.2%
7月 31 12 12.9% 10 6.5% 27 10.9% 1 1.1% 10 0.8%
8月 31 48 51.6% 26 16.8% 33 13.3% 4 4.3% 9 0.7%
9月 30 10 11.1% 13 8.7% 12 5.0% 1 1.1% 6 0.5%
10月 31 11 11.8% 15 9.7% 21 8.5% 6 6.5% 7 0.5%
11月 30 9 10.0% 10 6.7% 15 6.3% 4 4.4% 4 0.3%
12月 31 11 11.8% 14 9.0% 21 8.5% 4 4.3% 4 0.3%
1月 31 6 6.5% 6 3.9% 9 3.6% 2 2.2% 6 0.5%
2月 28 9 10.7% 6 4.3% 2 0.9% 1 1.2% 1 0.1%
3月 31 15 16.1% 18 11.6% 12 4.8% 5 5.4% 2 0.2%

ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場 キャンプ台 公園広場
営業日数

チェック
イン
曜日別

月別

ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ 樹上ﾊｳｽ
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（３）イベント・エコツアー等の利用状況 

①指定管理者によるイベント等の状況 

指定管理者が平成 26 年度以降に実施したイベントを表 2-3-4 に示した。 
 

表 2-3-4指定管理者が実施したイベント  

イベント名 内容 

森林公園まつり 

（木育フェア） 

イベントでの、公園の豊かな自然と木に触れる体験を通して森

林・林業への理解を深めてもらうため、「やんばる森のおもちゃ

美術館」を中心に木工体験等を実施した。 

もっこ市 

木工体験や、木工製品等のマーケット、森の中で時を過ごすこと

を通じ、自然を身近に感じ、人と森が共存していく大切さを感じ

てもらうイベントを開催した。 

自然観察会 
園内の豊かな自然を体験してもらうため、季節に応じてガイド

による観察会を実施した。 

天文台観察会 
地元小学生と保護者を対象に、専門インストラクターによる観

察会を実施した。 

ワークショップ 
公園のＰＲと休養施設の稼働率向上を図るため、講師を招き、草

玩具づくり、クラフト等のワークショップを開催した。 

外来種駆除イベント 

外来種のタイワンカブトムシ、アメリカハグルマの駆除体験を

通じ、外来種について学びながら、やんばるの森の保護にもつな

がるイベントを開催した。。 

林業体験ツアー 

地元の子どもたち等を対象に、林業について説明し、一部施業体

験をさせたり、クラフト作りを体験させ、林業の重要性や自分た

ちの生活との関わりを知る森林環境教育を実施した。 

出典：指定管理者提供資料 

②エコツアーの状況 

国頭村森林公園では、周辺に所在するオクマプライベートビーチ&リゾート、国頭村森林セラピ

ー協会等が、森林公園内の散策路等を利用したエコツアーや、森林公園を発着地としたエコツアー

を行っている。国頭村森林公園で行われているエコツアー等の状況を表 2-3-6 に示した。 
 

表 2-3-6 森林公園でのエコツアーの状況 

事業者名 オクマプライベートビーチ＆リゾート 国頭村森林セラピー協会 

所在地 国頭村奥間 913 国頭村辺土名 121 
（国頭村役場経済課） 

設立年（活動期間） 1978年 7 月（ホテル） 2007年 3 月（森林セラピー基地認定） 

従業員数 
（ガイド数） 

250名 
（ガイド 6名） 

ガイド 17名 

ツアー事業の概要 ホテル利用客等を参加対象としたエコ
ツアーの開催 

森林の持つ癒し効果を森林セラピ
ーとして活用し、人々の健康維持・増
進を図るとともに自然環境の保全と
森林資源の新たなる活用のため、村内
に 4 つの森林セラピーロードを設定
し、森林セラピーガイドが案内する 

ツアー開始年 2005年 2007年 

ツアー内容（延べ
人数） 

朝のツアー（やんばるの森探検ツアー）
（大人 1,588名、小人 545名） 
夜のツアー（美ら星ウォッチング）（大
人 628名、小人 253名） 
夜のツアー（夜の生き物探索ツアー）
（大人 688名、小人 517名） 
【2016年実績】 

国頭村まつり提携（森林公園発着で与
那覇岳登山道利用、3名） 
国頭村産業まつり提携（森林公園、3
名） 
もっこ市提携（森林公園、20 名） 
一般（森林公園・与那覇岳 7 名） 
【平成 28年度実績】 

出典：オクマプライベートビーチ＆リゾート、国頭村森林セラピー協会、国頭村経済課提供資料 
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③ 外部団体等によるイベント等の状況 

外部団体・組織等が国頭村森林公園を会場として平成 29 年度に開催されたイベント等の状況を

表 2-3-7 に示した。 
 
表 2-3-7 国頭村森林公園でのイベント等の開催状況  

名称 国頭トレイルランニン

グ大会 

くんじゃん山学校 職員研修・職員交流 

主催者 国頭トレイルランニン

グ大会実行委員会 

国頭村教育委員会 民間企業 

時期・回

数 

12月 9日（土） 2月 11日（日）、 

2月 17日（土） 

年 1回（5月頃） 

内容 平成 25 年より開催。国

頭村森林公園をスター

ト・ゴールに、与那覇岳

周辺の森の不整地やオ

フロードを走る大会。

定員 1,430名。 

国頭村在住の親子を主

な対象に、2月 11日に、

「与那覇岳散策&どん

ぐりクッキー作り」、2

月 17日に「読み聞かせ

まつり&森づくりチャ

レンジ（どんぐりの植

樹）」を行った。 

ある民間企業が、多目

的広場を一晩貸し切っ

て、社員の研修と交流

を行った。 

出典：国頭村経済課提供資料 

４．管理運営状況 

（１）提供しているサービス 

森林公園で利用者は、宿泊、キャンプ、おもちゃ美術館の利用、広場や散策道等の屋外施設の利

用等のレクリエーションを楽しむことができる。有料サービスとして提供されているものを表 2-
4-1 に示す。 

表 2-4-1 森林公園の有料施設  

サービス(施設) 収容人数 
料金 

村外 村内 

やんばる  

森のおもちゃ美術館 

- 

※目安として、日 90

名程度が適正（一度

に最大 30名のお客を

収容、日 3 回転で

30*3=90） 

こども 200 円 

大人  400 円 

バンガロー 3 棟×8名程度 11,000円／1張 1泊 5,500 円／1 張 1泊 

樹上ハウス 5 棟×4名程度 6,600 円／1 張 1泊 3,300 円／1 張 1泊 

オートキャンプ場 8 サイト 2,200 円／1 張 1泊 1,100 円／1 張 1泊 

キャンプ 

多目的広場 

憩いの広場 

キャンプ台 

 

22 区画 

21 区画 

3 サイト 

1,100 円／1 張 1泊 550円／1張 1泊 

シャワー棟 - 100円／5分 

休養施設 - 1,000 円 

出典：国頭村森林公園パンフレット 
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（２）収支の状況 

森林公園の施設別経営収支を表 2-4-2 に示した。おもちゃ美術館がオープンした平成 25 年度以

降は黒字となっているものの、指定管理料によって経営が補われている。また、平成 28 年度は、

利用者数の減少に伴い、経常利益も減少している。 
平成 28 年度について、施設別の収入をみると、利用者数が最も多いおもちゃ美術館が収入も多

く、総収入に占める割合も 25.8％を占めている。一方、利用者一人当たりでは、利用料金が高い

宿泊施設（樹上ハウス、バンガロー）からの収入が多い。 

表 2-4-2 森林公園の施設別収支（平成 23～28年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国頭村経済課提供資料 

  

支出 収支

施設利用料

年
度

収入
（千円）

収入
（千円）

利用
人数

収入
（千円）

利用
人数

収入
（千円）

利用
人数

収入
（千円）

利用
人数

収入
（千円）

利用
人数

収入
（千円）

利用
人数

収入
（千円）

利用
人数

収入
（千円）

利用
人数

収入
（千円）

H23 4,050 1,890 1,767 891 614 331 714 47 160 222 691 52 705 472 7,955 8,521 -566

H24 4,050 1,688 1,661 894 633 338 756 20 60 261 953 66 576 - 275 498 7,814 8,204 -390

H25 4,050 2,101 1,735 837 639 515 1,189 53 167 383 1,204 - 8,975 87 856 - 144 335 8,361 8,070 290
H26 4,050 1,903 1,645 951 688 415 843 63 201 308 1,239 3,381 14,727 76 797 62 267 1,145 12,353 8,972 3,381
H27 3,500 2,283 1,662 1,492 936 502 916 66 182 502 1,863 3,799 15,673 66 657 82 327 1,806 14,097 12,252 1,844
H28 3,500 1,898 1,439 1,165 676 540 991 43 126 349 1,182 3,274 13,458 92 928 63 388 1,791 12,713 12,474 240

H28収
入割合
（％）

27.5% 2.7% 25.8% 0.7% 0.5%14.9% 9.2% 4.2% 0.3%

そ
の
他

経
常
利
益

（
収
支

）

支
出
合
計

収
入
合
計

収入

宿泊
おもちゃ美術館 天文台 休養施設

指
定
管

理
料

ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ 樹上ﾊｳｽ ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場 ｷｬﾝﾌﾟ台 公園広場

295 243 99 161
H28利用者一
人当たりの収
入（円）

1,319 1,723 545 340
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５．公園に対するニーズ等 

（１）ニーズ調査の実施概要 

森林公園に関連する団体及び、森林公園への来園者や潜在的に森林公園の来園者となる層を対

象に実施したニーズ調査の概要を表 2-5-1~2-5-3 に示した。 
 

表 2-5-1 森林公園の来園者等へのアンケート調査の概要 

国頭村民 全世帯アンケート 

調査の目的と内容 やんばるの森を取り巻く状況が変化した現在、国頭村民による公園の利

用状況や村民が公園に求めていることを把握した。 

実施方法 調査票を各戸に配布。 

調査票に添付の、返送用封筒（料金受取人払い）にて回収した。 

実施期間 平成 29年 9月 8日～30日 

回収数 259通（回収率 11.7％） 

公園利用者への対面アンケート、留め置きアンケート 

調査の目的と内容 既存施設への要望や課題、国頭村森林公園の収益性を高めることにつな

がるニーズを把握するため、既存施設の利用者の感想及び森林公園にあ

ればよいと思うものを把握した。 

実施方法 【対面】森林公園利用者に、対面で回答してもらった。 

【留め置き】おもちゃ美術館受付に調査票を留め置きし、キャンプ施設

及び美術館の利用者等に回答してもらった。 

実施期間 【対面】夏休み期間中の平成 29年 8月 20日～27日 

【留め置き】同上 

回収数 93通 

国頭トレイルランニング大会での対面アンケート 

調査の目的と内容 多くの人が同公園を訪れるイベント時に、大会での利用状況や利用者の

意識を把握した。 

実施方法 トレイルランニング選手及びその同伴者に、対面で回答してもらった。 

実施日 平成 27 年 12月 12日 

回収数 93通 

森林公園利用者への留め置きアンケート（平成 27年） 

調査の目的と内容 森林公園内での滞在状況及び、森林公園にあった方がよい施設、できた

らよいと思うことなどを把握した。 

実施方法 おもちゃ美術館受付に調査票を留め置きし、利用者に回答してもらっ

た。 

実施期間 平成 28 年 1～3 月 
回収数 11通 

意見箱への意見 

調査の目的と内容 現況施設の利用に際しての意見・感想を把握した。 

実施方法 利用者から森林公園の意見箱に寄せられた意見を取りまとめた。 

回収数 141通 
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表 2-5-2 潜在的な森林公園の来園者等へのアンケート調査の概要 

幼稚園・保育所等 郵送アンケート 

調査の目的と内容 遠足先としての国頭村森林公園の利用率を高めることで収益性の向上に

つなげるため、沖縄本島内に所在する子ども関連施設（幼稚園、保育園等）

による、やんばるの森のおもちゃ美術館やキャンプ場等の利用状況、利用

への課題を把握した。 

実施方法 沖縄本島内の幼稚園、認定こども園、保育園、北部の学童に調査票を郵送

（返送用封筒同封）。FAXもしくは郵送で返却 

実施期間 平成 29年 9月 6日～30日 

回収数 249通（回収率 40.6％】 

県外の一般向け Webアンケート 

調査の目的と内容 国頭村森林公園を、国立公園や世界自然遺産（登録予定）のやんばるの森

の入り口の拠点施設として整備していくことを念頭に、県外からの観光客

が抱くやんばるの森へのイメージや、やんばるの森でやってみたいことを

把握した。 

実施方法 Webアンケートサービスを利用することで、全国のモニターより回収。 

 平成 29年 9月 12日～14日 

回収数 回収：500通 

外国人アンケート 

調査の目的と内容 国頭村森林公園を、国立公園や世界自然遺産（登録予定）のやんばるの森

の入り口の拠点施設として整備していくことを念頭に、沖縄を訪れる外国

人観光客が抱くやんばるの森へのイメージや、やんばるの森でやってみた

いことを把握した。 

実施方法 海洋博公園（美ら海水族館出口付近）にて、中国、韓国、英語圏の観光客

に対面で回答してもらった。 

 平成 29年 9月 21日 

回収数 回収：157通 

 

表 2-5-3 関連する団体へのヒアリング調査の概要 

団体 ヒアリング対応者 実施日時 ヒアリングした主な項目 

指定管 

理者 

国頭村森林組合  

山城健氏、山城勝枝氏、 

又吉やよい氏 

平成 29年 8 月 20日  

16：30～17:30（山城勝枝

氏、又吉やよい氏） 

平成 29年 8 月 21日  

9：50～11：45（山城健氏） 

■既存の各施設について（現状

と課題、既に行った対策と今後

必要な対策等） 

■国頭村森林公園の利用活性

化に向けた将来的な整備等の

アイデアについて 

森林公園

でエコツ

アーを行

う事業者 

オクマプライベートビーチ&

リゾート エコ担当マネー

ジャー 渡慶次広幸、エコ・

ツーリズムセクション係長 

篠原太郎氏※篠原氏には、平成

29年度の検討委員会の場でも、委員

として意見をいただいた。 

平成 27年 12月 22日 

14：00～（渡慶次広幸氏） 

平成 28 年 2 月 3 日（篠原

太郎氏） 

■森林公園を利用するプログ

ラムの概要 

■国頭村森林公園をフィール

ドとする理由（森林公園の長所

等） 

■森林公園に必要な機能、整備

してほしい施設 

旅行社 沖縄ツーリスト株式会社 

県内企画課主任 花城 正

人氏 

平成 29年 12月 14日 10：

00～10：30 

 

■やんばるを行き先としたツア

ーの状況について 

■やんばるの森に関心を持つ層

について 

■旅行商品におけるやんばる

の森の活用について 

株式会社リウボウ旅行サー

ビス 當間 恵子氏 

平成 29年 12月 15 日 

15：00～15：30 

観光団体 沖縄観光コンベンションビ

ューロ 受入推進課 課長 

米谷 保彦氏 

書面（メール）にてご意

見をいただいた。 
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（２）公園に対するニーズの概要 

①国頭村民からのニーズ 

村民全世帯アンケートにより、以下のことが示された。 

 回答者のうち 40％が、過去 1 年間に森林公園を訪れておらず、1 年間に 1 回しか訪れなかっ

た者も含めると、過半数（52％）が、森林公園をあまり使っていないとの結果となった。森

林公園を使わない理由として、特に公園に用事がない、家から遠い、といった点が挙げられ

た。一方で、森林公園の姿として、村民の憩いと安らぎの場を目指すべきと考える回答者は、

実際の利用の有無にかかわらず多数存在していた。村民が森林公園に行くきっかけとなるよ

うな、森林公園の魅力を向上・アピールする取り組みや、アクセスの改善が求められる。 
 森林公園を利用した回答者からの自由意見では、各種の現有施設を、修繕や管理の改善で快

適に使えるようにしてほしいとの声も多かった。 
 子どものいる世帯が森林公園をよく使っている（子どものいる世帯の利用率 85％）。高齢者

のみの世帯では、利用率が全体よりやや低い（50％）。 
 村民が森林公園を利用した際は、花や樹木、景色を見たほか、子どもを連れた場合はやんば

る森のおもちゃ美術館の利用や自然観察、高齢者の場合は散歩をしたという回答者が多かっ

た。 
 宿泊、バーベキュー、スポーツ等を行った利用者は少数であった。 
 村民のための場であると同時に、やんばるの在来動植物を保全し、また、国立公園のやんば

るの森での自然体験活動や、木工体験ができるようにするなどして、観光客へやんばるの森

のアピールができる場を目指すべきと考える回答者も多かった。 

②公園利用者からのニーズ 

ａ.通常時の来園者からのニーズ 

利用者へのアンケートや意見箱への意見により、通常時の利用について以下のことが示さ

れた。 

 実際に森林公園を利用した方への平成 29 年度のアンケートの回答者のうち、村民は 6%を占

め、南部まで含めた沖縄本島各地からの利用者が 8 割近くと大半であった。主な利用形態と

しては、子どもを連れて家族で訪れ、キャンプ等の宿泊や自然観察を行っていた。 
 それぞれの施設を利用した満足度が、トイレ、バンガロー、シャワーについては相対的に低

く、特にこれらの施設を中心に、老朽化や配置、量等に起因する不満を解消するための補修

や整備が求められる。 
 森林公園でやってみたいこととして、アスレチック等のアドベンチャー体験を選んだ回答者

が最も多かった。また、ハンモック、足湯等リラックス施設の利用や、森林セラピー等の癒

しに関するニーズも高かった。水辺での生き物観察、やんばるの森の特徴、見どころ、過ご

し方の情報提供、木工体験のように、自然の中ならではの体験活動も一定のニーズがあった。 
 平成 29 年度のアンケートでは、森林公園に売店があったらよいとの回答が多くみられた。 
 意見箱では、トイレについて、公園内での配置の改善や、設備の改善を求めるもの、屋内宿

泊施設（バンガロー、樹上ハウス）について、クーラー等の設備の向上や、整備不良を訴え

る内容が多かった。 

ｂ.トレイルランニング大会開催時の来園者からのニーズ 

トレイルランニング大会での来園者へのアンケートにより、イベント開催時の利用につい

て以下のことが示された。 

 イベント参加のため、森林公園を初めて訪れたという回答者が多い中、森林公園までのアク

セスルートがわかりにくかったという意見が目立った。 
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 大会当日は仮設トイレが設置されていたが、トイレが不足している、また、休憩施設等が不

足しているとの意見が目立った。 
 やんばるの森を活かしたトレイルランニングコースへの評価は高かった。 
 大会期間中に森林公園内で宿泊が可能であれば宿泊したい、という回答者が 7 割を占めた。 

ｃ．森林公園内でエコツアーを行う事業者からのニーズ 

森林公園内でエコツアーを行う事業者へのヒアリングにより、以下のことがわかった。 

 森林公園は、道がしっかりと整備されているため、安全性の面や歩くことに慣れていないお

客さんの対応も含め、利用しやすい。 
 夜の森林公園は生き物が多く、また、人工的な光が少ないため星が良く見える。 
 近年森林公園では、見られる生き物が減ってきているように感じる。様々な生き物が見られ

るような場所になると、さらにツアーに活かせるようになる。 
 植生については、在来の植物に注目した方が良いのではないか。 

③森林公園への潜在的なニーズ 

ａ.幼稚園・保育園等の子どもの団体からのニーズ 

幼稚園・保育園等の子ども団体には、利用者が少ない平日を中心に遠足等で森林公園を利用

し、また、おもちゃ美術館や宿泊施設等の収益施設を利用することが期待されている。本島内

の子どもの団体へのアンケートにより、以下のことが示された。 

 森林公園を利用したことのある団体は 1 割（22 団体）であった。大半がおもちゃ美術館を利

用し、園路の散策、芝生広場もよく利用していた。特に、子どもたちがのびのび遊べる点や、

おもちゃ美術館の評価が高い。 
 森林公園を知らなかった団体が 3 割、知っているが利用してこなかった団体が 6 割であった。

森林公園の認知度を上げ、利用増加を促進するためには、特に沖縄本島中南部での更なる PR
が必要である。また、アクセスの不便さが最大の課題となっており、これを軽減・解消する

ための方策も求められる。 
 森林公園を利用したことはなかったが利用したいという団体は、子どもたちが自然と触れ合

ったり、のびのび遊ぶことができる点や、おもちゃ美術館の存在を森林公園の魅力と感じて

いた。 
 宿泊（お泊り保育）ニーズはあるものの、アクセスや子どもの団体を連れての宿泊利用のし

にくさが課題となり、実際に宿泊利用をした団体は 5 団体と少数であった。 

ｂ.県内の旅行社からのニーズ 

森林公園の団体利用をもたらす可能性のある、県内のバス旅行を企画する旅行社へのヒア

リングにより、以下のことがわかった。 

 現在、国頭村森林公園に立ち寄るツアーは実施されていない。 
 食事は、バスツアーの集客のキーである。近くに、良い食事施設があると良い。施設で料理

教室でもいいと思う。 
 閑散期に人を呼べるツアーができると良いと思う。最近は、見るだけではなく体験すること

の人気が高まってきている。フィッシングキャンプ、サバイバルキャンプ体験等、何かしら

森林公園を訪れる目的を作ることができれば、ツアー商品化できる。そのような企画を、森

林公園側から持ち込んで（セールス）してくれるとよい。 
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ｃ.県外、海外の観光客からのニーズ 

やんばるの森の世界自然遺産への登録に伴い、県外、海外からの観光客が増えることが予想

されている。県外の日本人及び沖縄を訪れている外国人観光客へのアンケートにより、以下の

ことが示された。 
 観光客がやんばるを訪れ、森林公園を利用する可能性を探るため、やんばるに対するイメー

ジや、やんばるの森でやってみたいことを尋ねた。一般向けアンケート（沖縄及びやんばる

旅行経験あり、なしの両方を含む）と、外国人観光客とで、回答におおむね同様の傾向がみ

られた。 
 やんばるの森の特徴のうち魅力的と感じるものとして、珍しい生き物の宝庫、亜熱帯の森、

自然保護の回答が多かった。外国人観光客については、エコツアーを魅力と回答した者も多

かった。 
 やんばるの森で行ってみたいこととしては、森を歩く、が最も人気であった。亜熱帯の動物、

植物を見ることや、きれいな水、空気を味わうことも人気が高く、森を体感したいというニ

ーズが高いことが示された。 
 また、森の中のホテルやコテージに泊まる、森林浴・森林セラピー、見晴らしの良い展望台

に行く、森の中のレストラン、カフェに行く、のように、森を感じ、リラックスできる活動

や、バーベキュー・飯ごう炊さん、ボート・カヌー、川遊び等のアクティブな野外活動への

ニーズがあり、傾向として、一般向けアンケートでは、前者が選ぶ割合が比較的多く、外国

人観光客アンケートでは後者が選ぶ割合が比較的多く見られた。 
 

ｄ.沖縄観光コンベンションビューロからの示唆 

沖縄への観光客の誘致や、受け入れ体制作りを担う沖縄観光コンベンションビューロへの

ヒアリングにより、以下のような示唆を受けた。 
 自然体験に関心を持つのは、海外観光客では欧米系。台湾もキャンプなどはブーム、韓国も

トレッキング好きが多い。国内客で関心を持つのは、シニア層が多いと思われる。 
 森林公園へのアクセス道路、駐車場、整備された観察路（エリア外へのインパクトを減らす

ため）、トイレ、着替えのできる施設、地元のものオリジナル商品を扱うショップなどがあれ

ば、旅行商品の中で活用される可能性が高まるが、便利になれば来訪者も増えるので、保全

と活用のバランスを考える必要がある。 
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１．国の動向 

（１）やんばる国立公園 

環境省は、沖縄島北部の生物多様性に富んだ森林やここで育まれてきた人文景観を守り、ま

た、良質な自然とのふれあいの場・機会を確保するため、平成 28 年 9 月に「やんばる国立公

園」を指定した。図 3-1-1 に、森林公園周辺の国立公園地種区分を示す。 

図 3-1-1 森林公園周辺の国立公園及び世界自然遺産のゾーニング 

①国頭村森林公園とやんばる国立公園との関連 

公園の地種区分については、現有施設整備範囲の一部（木炭窯等がある辺り）及び森林公園

範囲の大部分が、「第 3 種特別地域」に指定された。第 3 種特別地域は、特別地域ではあるが、

通常の農林漁業活動に対して規制はかからない。 

②やんばる国立公園における環境省直轄整備事業について 

環境省では、平成 30 年 2 月現在、やんばる国立公園の利用施設の整備について検討を行っ

ており、与那覇岳の登山道を森林公園まで伸ばすことについて検討されている。 

（２）奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島（奄美・琉球）世界自然遺産への推薦 

環境省を中心とした日本政府は、やんばるの森を含む地域についてユネスコ世界自然遺産への

登録を目指して手続きを進めている。表 3-1-1 に登録までの主なスケジュールを示す。 

表 3-1-1世界遺産登録までの主なスケジュール 

時期 出来事 

平成 25 年 2 月 ユネスコ世界遺産センターへ暫定一覧表記載のための必要書類提出 
平成 29 年 2 月 ユネスコ世界遺産センターへ推薦書を提出 
平成 29 年 10 月 国際自然保護連合（IUCN）による現地調査 
平成 30 年 6～7 月 世界遺産委員会（バーレーン）において登録の審査（予定） 

 
森林公園は、世界自然遺産の包括的管理計画において、「推薦区域」（遺産の核心部）とされる与

那覇岳への入り口に位置し、「周辺地域」にあたる。周辺地域は、法的または慣習的手法による保

全・管理、持続可能な利用、遺産地域の保全に係る普及啓発等をはじめとした、資産を維持、強化

するための取り組みを実施する地域である（図 3-1-1 参照）。 

第３章 国頭村森林公園を取り巻く主な社会動向 
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２．沖縄県（広域レベル）の動向 

（１）やんばる型森林業の推進 

やんばる 3 村（国頭村及び、隣接する大宜味村、東村）の森林については、近年、生物多様性を

維持しながら自然環境と調和した森林利用を構築していくことが重要な課題となっており、沖縄

県は、平成 25 年 10 月に「やんばる型森林業の推進～環境に配慮した森林利用の構築を目指して

～施策方針」を策定し、持続可能な循環型「林業・林産業」と環境調和型「自然体験活動」を組み

合わせた「やんばる型森林業」を推進することとした。 

①森林の利用区分（ゾーニング） 

森林の多面的機能を十分に発揮させ、計画的な森林利用・適切な森林管理を進めるため、森

林の持つ機能の中で重視すべき機能に応じて、保全及び利用区域の設定が行われた。利用区分

を図 3-2-1 に示す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2-1 利用区分図 

出典：やんばる型森林業の推進～環境に配慮した森林利用の構築を目指して～施策方針（平成 25年） 

 

②その他の取り組み 

森林の新たな利用の方法として、自然体験活動と地域資源の活用が提唱されている。自然体

験活動では、地域に精通した住民が携わって森林ツーリズム、森林セラピー、森林環境教育、

林業体験などを行うことで、多くの人々に自然との触れ合いを提供するほか、地域の就労、雇

用が生まれる。この際、果物や山菜、歴史・文化遺構等の地域資源は、自然体験活動に活用で

きる。 
また、森林保全や環境負荷低減のために、森林伐採を伴わない特用樹の活用や造成未利用地

の活用、収穫伐採時の環境調査、森林パトロールなどの取組みを推進していく。 

③国頭村森林公園とやんばる型森林業の推進との関連 

ゾーニングについては、森林公園の区域は、森林以外の地域としてゾーニングの対象外とな

っているが、その周囲は、自然環境の保全を重視し、より環境に配慮した林業施業を実施する

区域である林業生産区域（環境重視型）に指定されている。 
  

● 

国頭村森林公園 
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（２）やんばる森林ツーリズムの推進 

やんばる 3 村は、自然環境の保全と両立を図るため、「様々な森の恵みを体験を通して、感じて、

学ぶ」ツアーを推進するため、平成 30 年 5 月をめどに、森林ツーリズム推進協議会の設立、森林

ツーリズム推進全体構想の策定に向けた取り組みを行っている。 
森林公園内でのエコツアーについては、森林ツーリズム 3 村協議会の設定した基準を満たす「森

林ツーリズム登録ガイド」がツアーを開催できる「登録フィールド」への設定について、国頭村森

林ワーキングにより検討が行われている。 
エコツアーガイドを伴わない利用についても、国頭村森林公園を含めたやんばるの森林に入る

全ての観光客が守るべき利用ルールの検討が行われている。 

（３）沖縄島北部拠点整備の方針 

沖縄県は、世界自然遺産への推薦に関し、沖縄島北部における拠点・フィールド整備における現

況や課題等を踏まえ、「沖縄島北部拠点整備の方針」を示した。 
国頭村森林公園は、一般観光の個人客やエコツアー初心者向けの体験フィールドとしての機能

強化を行うフィールドとして位置付けられている。 

３．国頭村の動向 

（１）国頭村森林地域ゾーニング計画 

国頭村は、平成 23 年 3 月に策定した「国頭村森林地域ゾーニング計画」の中で、多面的機能を

持つ森林地域を含めた国頭村全体の、地域振興や環境保全を図る上での基本的な利活用区分を示

した。 

①基本的な考え方 

・ 「森林のすべての恵みを人と生き物が持続的に享受するための包括的な森林の管理事業」

を新たな「森林業」として定義し、その実現を図る。 
・ 多くの固有種を育むやんばるの森特有の生物多様性の保全し、脱温暖化に貢献すると共に、

森林を含む河川流域の再生、教育・研究を基調としたツーリズムの振興を特に重視する。 
・ これを実現するため、①残すところ、②守るところ、③再生するところ、④利活用を図ると

ころを区分する。 
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②ゾーニング区分 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 参考資料：「国頭村森林地域ゾーニング計画」（国頭村提供データ） 

 

 

 

図 3-3-1 国頭村森林地域ゾーニング区分図 出典：国頭村森林地域ゾーニング計画 

 

③国頭村森林公園と国頭村森林地域ゾーニング計画との関連 

ゾーニングについては、国頭村森林公園は、「再生するところ」及び「利活用を図るところ」

に区分されており、公園区域の東側は「守るところ」に隣接している。 
水源涵養機能の向上を目的とした森林整備を行うことで、林業による流域再生を行うこと、

一次産業の振興、自然・文化資源を利用したツーリズム推進のための施設・散策路の整備を行

うことと位置づけられている。 
  

 

国頭村森林公園 

● 
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（２）国頭村観光振興基本計画 

国頭村は、国頭村観光振興基本計画（平成 29 年 3 月策定、計画期間 2017-2026）の中で、自然

豊かな国頭村だからこそできる観光振興を図るため、 
『「森と水とやすらぎの里“くにがみ”」 という将来像にふさわしい 

『いのち・癒し・健康を核とする「くんじゃんツーリズム」を推進する』 

という基本理念を掲げ、村の今後の観光関連施策の基礎を定めた。 

観光振興基本計画では、3 つの柱の一つ目、「自然環境の保全と持続性を実現したエコツーリズ

ムの推進」を行うため、保全と活用のバランスが取れた環境共生型観光の推進を行うこととなっ

ている。具体的には、環境保全ルール・仕組みの構築、自然や文化等を体感しながら学ぶ体験型観

光拠点の機能強化等の推進、森林ツーリズムの推進等を行うとしている。 
また、森林公園の立地する奥間区を含む辺土名地区においては、国頭村の玄関口にあたり、村内

観光の「拠点」としての機能強化、森林等を活かしたストーリー性のある観光プログラムの実施、

林業等と連携した体験型観光メニューや周遊プログラムの実施を推進することとしている。 

（３）国頭村地域防災計画 

国頭村は、地域の防災に関する施設や情報等について定めた国頭村地域防災計画を平成 26 年 3
月に策定している。 
森林公園は、村の避難所（災害の危険性があり避難した住民等を災害の危険性がなくなるまで必

要な期間滞在させ、または災害により家に戻れなくなった住民等を一時的に滞在させることを目

的とした施設であり、市町村が指定するもの：平成 27 年版防災白書）として指定されている。 
また、崖崩れ、土石流、地滑り、高潮、津波発生時の緊急避難場所（津波、洪水等による危険が

切迫した状況において、住民等が緊急に避難する際の避難先として位置付けるものであり、住民

等の生命の安全の確保を目的とするもの：平成 27 年版防災白書）に指定されている。 
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１．基本方針 

国頭村森林公園は、国頭村民の保健、休養の場とすることを第一義の目的に設置された公園である。

しかしながら、利用者の多くは村外からの来園者が占めるなど、村民にとって身近な存在とはなって

いない現状がある。 
一方、平成 28 年のやんばる国立公園の指定や世界自然遺産登録に向けた動きなど外部環境のプラ

ス面での大きな変化がある。これにより、沖縄観光の基本イメージであった『海』に対して、新たに

『森』が観光資源として注目されるようになるものと想定されることから、この機会を有効に活用し

て、国頭村としては『やんばるの森』のブランド価値を高めていく必要がある。 
このようなことから、国頭村森林公園は、村民にとっての憩いや安らぎの場として、より親しみや

すい公園としていくとともに、やんばる国立公園及び世界自然遺産の玄関口に位置するという立地を

活かして、『やんばるの森』を一般の人々や観光客にアピールする役割を担うことが期待される。ま

た、森林公園より上部の国立公園・世界自然遺産の核心部への利用圧を和らげるためにも、増加が予

想される利用者を外縁部で受け止める多人数利用の受皿としての機能も求められる。 
「やんばる森のおもちゃ美術館」の基本コンセプトである「木育」は、利用者にも多く共感されて

おり、現施設の中で最も利用者が多い。また、トレイルランニング大会の定着と利用者増、特にトレ

イルウォークの利用者増にみられるように、やんばるの森の自然とその中での活動に対しては、注目

や関心が集まりつつある。さらに大会参加者の多くが県外からの申し込み者であることから、沖縄観

光においても森の自然とのふれあいや森の中での活動は、商品価値の高い観光資源となることが予想

される。 
これらの国頭村森林公園を取り巻く内外の状況を踏まえるならば、現在の既存施設整備エリアだけ

でなく、現在はほとんど利用されていないトレイルランニングコースと周辺森林エリア、クロスカン

トリーコースエリアも含む全域を一体の森林公園再整備エリアとして活用し、村民とともに幅広い利

用者層に対してアクティブな利用だけでなく森林セラピー等も含めた『やんばるの森』の恵みを実感

できるような、遊び、冒険、体験、休息、味わい、保健、学び、創作、滞在等の様々な機会を提供し

ていくことを公園整備の基本コンセプト（将来ビジョン）とする。 

 

 

 

この基本コンセプトの具体化にあたっては、『村民により親しまれる憩いの場づくり』と世界自然

遺産としての『やんばるの森』の持続的な利用を基本的な考えに据え、施設を充実整備するエリア、

自然環境を保全、創出するエリアなど活用の目的や度合いに応じてゾーニングを行い、自然環境や景

観へ配慮する。 
また、国頭村森林公園は、村内において貴重な高台の平場であることから、災害時の防災拠点とし

ての活用も視野に入れることとする。 
 

やんばるの森の恵みを五感で感じる公園 

第４章 国頭村森林公園基本計画 
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２．既存施設の取扱いの方向性 

既存施設は、木製施設をはじめとする多くの施設が耐用年数を超過しており、一部には損壊等がみ

られる。表 4-2-1 に示した維持管理の方針に基づき、適切な管理、軽微な修繕・メンテナンスを実施

することで、機能を維持し、引き続き利用できる施設は適切な管理により利用を続けるが、施設の状

況によっては、大きな改修が必要となる。 
そこで、既存施設の現状（利用状況・ニーズ、利用上の課題等）を踏まえ、既存施設の取扱いの方

向性（修繕、改修、有効活用等の方針）を表 4-2-2 に整理した。 
なお、本計画は基本計画（マスタープラン）であり、施設整備の方向性の取りまとめにとどめるが、

具体的な取扱いについては、施設の現状や公園の利用状況、新規施設の整備等を踏まえ、慎重に検討

し実施する。 
 

表 4-2-1 既存施設の維持管理の方針 

種別 維持管理の方針 留意点 

木造施設 

【ほとんどの施設が耐用年数を超えていることか

ら、当面は以下のような維持管理を行う】 

・腐食部、損壊部の部分的な補修・交換。 

・防腐処理、シロアリ防除処理。 

・水廻りの補修（材の腐食防止）。 

・利用の安全上問題がある施設は、撤去を基本。 

・耐用年数を超えた木造施設は

基本的には改修、代替施設を

整備（特に、バンガロー等の宿

泊施設）。 

・代替施設の具体的な整備方法

（施設規模、内容、予算等）に

ついて、整備計画（基本設計～

実施設計）を策定。 

コンクリ

ート施設 

【耐用年数まで余裕がある施設が多いことから、以

下のような維持管理を行う】 

・外壁等の塗装。 

・水廻りの補修。 

・ひび割れ箇所等の補修。 
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表 4-2-2 既存施設の取扱いの方向性 

施設名称等 
残存期間 

（H29時点） 
利用状況・ニーズ等 利用上の課題 

取扱いの方向性 

（修繕、改修、有効活用等の方針） 

森のおもちゃ美術館 17 

・年間来園者数 13,458名（H28）。 

・利用者からの評価も高く、幼稚園・保育園

等アンケートにおいても、約 9割が「利用

したい」と回答。 

・乳幼児連れの来館者のための設備が不十分（授乳スペース、

おむつ替えスペース、子ども用便器等が無い）。 

・トイレの数が少なく、行列ができる。 

・荷物置き場が無い。 

・本公園の目玉ともいえる施設（H28収入割合 25.8％）であり、利用

上の課題である授乳スペース、子ども用トイレ、荷物置き場等の整

備が急務。 

天文台 － 

・オクマプライベートビーチ＆リゾートのツ

アーや星空観察会での利用者 928名（H28） 

・利用者からの評価が高い。 

・現状では、公園職員が操作できないため、ツアーや星空観察

会等のイベント時の利用に留まっている。 

・展望鏡の開放部の補修が必要。 

・適宜補修しながらこのまま維持管理する。 

・操作研修等により、操作できる公園職員を養成し、稼働率を向上さ

せる。 

休養施設 16 
・主に森林セラピー参加者が利用（H28：年間

33日の開館、388名） 

・森林セラピー等で利用されているがトイレがなく、また有料

であることから利用が少ない。 

・利用活性化のために雨天時の昼食場所、一般の休憩スペース、レク

チャールームとしての活用等を検討。 

オートキャンプ場 

キャンプ台 

0 

炊事施設 

9 

・年間宿泊者数 1,013 名（H28）。 

・利用者からの評価が高い。 
・付近にトイレやシャワー施設が無く、利便性、快適性に課題。 

・収益性は必ずしも高いとはいえない（H28収入割合 4.2％）ものの、

県内でも数少ないオートキャンプ場であり、トイレやシャワー施設

を整備が必要。 

林間キャンプ台 0 ・年間宿泊者数 126名(H28)。 ・老朽化しているものの、使用に問題はない。 
・利用が少なく収益性も低い（H28 収入割合 0.3％）であり、当面は

維持管理を続けながら、利用状況を勘案して撤去を検討。 

樹上ハウス（底面入口型） 9 
・年間宿泊者数 676名（H28）。 

・網戸の破損 

・底面入口型は出入りが不便であり、特に夜間等の出入りに危

険を伴う。 

・収益性は必ずしも高いとはいえず（H28収入割合 9.2％）、利用上の

課題（特に安全面）もあることから、当面は維持管理を続けながら、

耐用年数時点等に撤去等を検討。 樹上ハウス（階段型） 10 

トイレ（樹上ハウス付近） 16 
・樹上ハウス、林間キャンプ台利用者等が利

用。 
・つまり等が発生しやすい（汲み取り式のため）。 ・合併浄化槽の導入、または代替施設を検討する。 

炊事施設（林間キャンプ台） 0 
・樹上ハウス、林間キャンプ台利用者等が利

用。 
・小規模であり、使い勝手は必ずしも良くない。 

・耐用年数を超過していることから、林間キャンプ台、樹上ハウスの

取扱いに応じて撤去等を検討。 

バンガロー（東屋、炊事施設

含む） 
0 ・年間宿泊者数 1,439 名（H28）。 

・窓の雨漏り、アリ発生、扇風機も無い点、室内灯の不便さ等

から、利用者の満足度が低い。 

・耐用年数を超過しているが、公園の重要な収益施設（H28収入割合

14.9％）であり、当面は、応急措置的な修繕を行うものとするが、

早急に代替施設の整備が必要。 

トイレ（バンガローサイト） 31 ・バンガロー等の利用者が利用。 ・特に問題はない。 ・適宜必要な維持管理を行う。 

憩いの広場遊具 0 
・老朽化で使用禁止（単なる補修では安全基

準に不適合）。 
－ ・大型遊具については別途新規整備の予定があり、撤去する。 

旧総合案内施設 

（憩いの広場） 
13 ・閉鎖中。 － 

・憩いの広場全体の再整備に合わせて改修再利用も検討（フリーテン

トサイトの管理施設として活用） 

憩いの広場東屋 0 ・老朽化で使用禁止。 － 
・耐用年数を超過しており、原則は撤去。代替施設の整備に関しては

憩いの広場全体の再整備の中で検討（キノコ型シェルターを含む）。 

トイレ（憩いの広場） 13 ・憩いの広場等利用者が利用。 ・特に問題はない。 ・適宜必要な維持管理を行う。 

多目的広場・憩いの広場 

（フリーテントサイト） 
0 

・年間宿泊者数 1,192 名（H28）。 

・フリーテントサイトや各種イベント会場と

して利用。 

・特に問題はない。 

・収益性は必ずしも高くない（H28 収入割合 2.7％）が、利用者数は

3番目である。憩いの広場の再整備（フリーテントサイト等）と合

わせて、多目的広場の具体的な整備を検討。 

・なお、多目的広場については、現行のイベント会場機能の強化や公

園の魅力的なエントランスとして有効活用を図る。 

トイレ（多目的広場） 34 ・多目的広場、周遊園路利用者等が利用。 ・特に問題はない。 ・適宜必要な維持管理を行う。 

展望台 － 
・憩いの広場利用者、眺望利用に利用。 

・利用者からの評価が高い。 

・右手側の柵が壊れている。 

・景色の解説（島の名称等）がわかりにくい。 

・柵等を、適宜補修しながらこのまま維持管理する。 

・眺望対象や距離等の解説案内機能（QR コード読取りによるスマホ

等への情報案内等）を整備し、展望台の魅力を向上させる。 
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施設名称等 
残存期間 

（H29時点） 
利用状況・ニーズ等 利用上の課題 

取扱いの方向性 

（修繕、改修、有効活用等の方針） 

林間遊歩道 － 

・村民等の来園者が利用。 

・宿泊利用者からは、夜間は暗く足元だけで

も照明が欲しいとの意見がある。 

・木炭窯へ続く道に柵の損壊箇所有。 

・森林セラピー設備が老朽化。 

・自然観察ツアーや森林セラピー等の中核ルートであり、老朽化や損

壊箇所については、利用状況を踏まえて、適宜修繕を行う。 

・夜間利用（宿泊や観察会等）の安全性を高める整備（必要最小限の

照明設置等）を行う。 

峠の茶屋 － ・一部の自然観察ツアーや来園者が利用。 ・特に問題はない。 ・適宜必要な維持管理を行う。 

木炭窯 － ・現在は利用されていない。 
・窯周囲の雑草等が繁茂している。 

・規模が比較的大きいため、体験利用には向かない。 
・規模を縮小して体験プログラムへの活用等を検討。 

森林セラピー関連施設 － ・森林セラピーで利用。 ・デッキやベンチ、解説板等が老朽化している。 
・老朽化施設の必要最小限の改修、補修。 

・セラピーメンバーと協働による維持管理。 

各種案内板 － ・来園者への情報提供。 

・案内板は、情報が未更新のもの、老朽化で板面が読み取れ

ないものがある。 

・多言語対応が不十分。 

・板面付け替えによる情報更新及び QR コード読取りによる情報案内

の充実、多言語化等を検討。 
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３．新規施設整備の方向性 

「既存施設の利用上の課題」や「ニーズ調査」、「社会動向（やんばる国立公園の指定、世界自然遺

産登録等）への対応」を踏まえ、新規施設整備の方向性を表 4-3-1、表 4-3-2 に整理した。 
なお、新規施設の導入は、施設の現状や公園の利用状況、費用対効果を踏まえ、慎重に検討する。 

 

表 4-3-1 「既存施設の利用上の課題」を踏まえた新規施設整備の方向性 

利用上の課題 
利用上の課題を解決する 

ために求められる機能 
新規施設整備の方向性 

・森のおもちゃ美術館におい

て、乳幼児連れの来館者のた

めの設備が不十分な点及び、

周辺のオートキャンプ場を

含め、このエリアでトイレ、

シャワーが不足している点

から、おもちゃ美術館を拡張

して、使いやすいトイレや授

乳スペースを整備する必要

がある。 

①森のおもちゃ美術館にお

ける乳幼児連れ来館者等

のための設備 

【サニタリー施設の整備】 

・美術館に隣接させる形で、子連れ来館者

等に対応したトイレ、授乳室、シャワー

を備えたサニタリー棟を整備する。 

・サニタリー施設の整備に合わせて、現在

のトイレについてはロッカールームと

することで、利便性を向上させる。 

・トイレやシャワーは、美術館利用客だけ

ではなく、オートキャンプ利用者等も利

用できるようにする。 

②オートキャンプ場利用者

向けのトイレやシャワー

施設 

・既存のバンガローは耐用年

数終了しており、老朽化が進

んだことで利用者の満足度

が下がってきている。早急に

コテージを新設し、バンガロ

ーに代わって屋内で宿泊を

楽しめる場を確保する必要

性がある。 

③バンガロー等老朽宿泊施

設の代替施設 

【新たなコテージ等の宿泊施設の整備】 

・老朽化の進むバンガローに代わって宿泊

客を受け入れるための宿泊施設を整備。 

・やんばるの森の雰囲気に包まれて宿泊で

きる場として整備する。 

・新たに魅力あるコテージ等を整備するこ

とで、幼稚園等の団体による宿泊も含め

て森林公園の集客、増収に貢献すると考

えられ、以降の様々な整備の基盤となる

ことが期待できる。 

・当面は既存のシャワー棟を

利用できるが、公園全体でシ

ャワーの絶対数が不足して

いること、温度調整や水の出

具合等に利用者の不満があ

ること、フリーテントサイト

から遠いこともあり、現行の

フリーテントサイトへのサ

ービス向上という視点から

も、シャワー棟を整備する必

要がある。 

④フリーテントサイト利用

者向けのシャワー施設 

【憩いの広場でのキャンプ利用者向けの

シャワー棟の整備】 

・主にフリーテントサイト利用者のための

シャワーを整備する。 
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表 4-3-2 「ニーズ調査」、「社会動向への対応」を踏まえた新規施設整備の方向性 

ニーズや社会動向に 

対応するための機能 
新規施設整備の方向性 

備考 

（課題等） 

①やんばるの自然を身

近に体験できる施設 

【森や水のアドベンチャートレイルの整備】 

・子どもを遊ばせられる遊具へのニーズは高い。 

・自然の中での冒険の要素を取り入れつつ、森や水を全

身で体験できる、アドベンチャートレイルを整備する。 

・自然とのふれあいや自然観察の要素も取り入れる。 

・やんばるならではの木製アドベンチャー遊具とし、自

然を全身で体験し、自然観察的な要素も取り入れた施

設とすることで、森林公園の中核施設となり、村民を

はじめとする多様な方々の来園を促すことができる。 

・十分な安全管理が

必要。 

【やんばる森の見本園（バックヤード温室含む）の整備】 

・公園内や園路沿いで、自然再生、外来種駆除等の取り

組みをしながら、リュウキュウアセビ、サクラツツジ、

オキナワウラジロガシなどのやんばるを象徴する植物

を植栽する。 

・貴重な自然の残る遺産地域、緩衝地域に足を踏み入れ

ることなく、やんばるの森を知ってもらうことができ

るので、来園者の利便性向上や、遺産地域の保護に資

する。 

・見本園の維持管理に、積極的に村民にも携わってもら

うことで、森林公園をより多くの村民にとって更に身

近な場所にしていくきっかけにできる。 

・バックヤード温室

の管理運営には

設備や植物に関

する専門的な知

識が必要。 

②様々な体験ができる

屋内施設 

【多目的体験ルームの整備】 

・やんばるの木を使った木工体験や園内の食べられる植

物を使った調理体験等、様々な体験ができる屋内施設。 

・木工製品等の展示・販売も行う。 

・森のおもちゃ美術館は主に低学年や未就学児童を対象

としているが、木工体験や調理体験等、多目的な体験

ができる施設を整備することで、高学年以上の子ども

から大人までが楽しめるサービスを提供することが可

能となる。 

・体験観光の受け入れや、雨天時にも利用できる施設と

なる。 

・村民アンケートでは、森林公園で観光客が木工体験を

楽しみ、作品をお土産にしてもらいたいという意見が

複数挙げられた。 

・多様な体験メニュ

ーを提供できる

体制整備（指導者

育成や企画開発

等）が必要。 

③やんばるの森の玄関

口となる施設 

【エントランスセンターの整備】 

・やんばるの森への玄関口として、国立公園、世界自然

遺産の価値や森林の文化等を案内するエントランスセ

ンターを設置する。 

・屋内型見本園の設置も検討する。 

・観光ツアーなど、多人数利用の受け皿にもなり得るほ

か、与那覇岳のエコツアー参加者等に対するフィール

ドの情報提供、森のルールについてのレクチャースペ

ースとしての機能を持たせる。 

・環境省やエコツー

リズム事業者等

との連携が必要。 

・特に、与那覇岳等、

世界自然遺産の

核心部への入域

希望者に対する

レクチャープロ

グラムの提供方

法や受講義務化

に向けた検討が

必要。 

【屋外ステージの整備】 
・既存のトレイルランニング大会をはじめ、様々なイベ

ントに対応できるステージを設ける。 

・当面は仮設ステー

ジでの対応。 
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ニーズや社会動向に 

対応するための機能 
新規施設整備の方向性 

備考 

（課題等） 

④公園の魅力的な顔と

なる施設 
【ウエルカムゲートの整備】 
・やんばるの森に自生する花木類を植栽した、出迎えの

空間を演出するため、ゲートを設ける。 
・公園の入口を明確にすることによって、一般観光客（ド

ライブ等）の立ち寄り利用を喚起できる。 

－ 

⑤来園者の増加に対応

した施設 
【入口駐車場の整備】 
・来園者が増加した場合、現在の駐車場には拡張の余地

が無いため、駐車場移転を検討。 
【デッキ園路の整備】 
・駐車場から園内へのデッキ園路（近道）を作り、利便

性の向上を図る。 

－ 

⑥災害時等に対応した

施設 
【太陽光パネル】 
・国頭村地域防災計画において「緊急避難場所」、「避難

所」に指定されており、災害時等の電力供給等に利用

できる太陽光パネルを設置する。 

・災害発生時等に的

確に稼働するよ

うに、定期的な保

守管理が必要。 
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４．エリアごとの整備の方向性とゾーニング 

（１）エリアごとの整備の方向性 

既存施設の取扱いの方向性や新規施設整備の方向性、各エリア（既存施設整備エリア、トレイル

ランニングコースと周辺森林エリア、クロスカントリーコースエリア）の特性等を踏まえ、各エリ

アの機能・役割や導入する施設や利用のイメージの方向性を整理した。 
 

表 4-4-1 エリアごとの整備の方向性 

既
存
施
設
整
備
エ
リ
ア 

【やんばるの森の入口拠点】 

 フィールドの入口にあたる現在の多目的広場に、やんばるの森を紹介する玄関口の利用拠点とし
て多人数利用の受皿となる機能を確保する。また、ウエルカムゲートからエントランスセンターに
至る車道沿いは、やんばるの森に自生する花木類などを植栽し、出迎えの空間を演出する。 

 広場の北側には、林間での音楽コンサートやイベント時に利用できるステージを設ける。 

【エントランスセンターを中心とした園路ネットワーク】 

 多目的広場に設ける利用拠点(エントランスセンター)を起終点として一般車両と歩道を分離した
園路をネットワーク化し、エリア内の森を歩くだけの空間ではなく、遊びや冒険の要素を取り入れ
て楽しみながら周遊する空間として積極的に活用するため、新たな仕掛けや設備を導入する。新た
な仕掛けの創出においては、沖縄一や日本一など誘客のPR効果を視野に入れる。 

 【やんばるの森の見本園】 

 園路沿いの森は、既存の樹木や地形、再配置する設備等と連携させつつ、不良木等の伐採、やんば
る地域の在来植物によるテーマ木等の補植、通景線の確保等によりストーリー性のあるやんばる
の森の見本園となるような整備・管理を行う。また、起点となるエントランスセンターには、見本
園の一部として屋内型の植物展示を検討する。 

【木育体感ゾーン】 

 森のおもちゃ美術館を中心として、やんばるの林業の歴史や文化を伝えるとともに、木工体験がで
きる施設を整備し、やんばるの木材で製作された木工製品の展示や販売機能も付加する。また、本
施設は天文台利用とも連携し、モニター等を用いた事前レクチャー等ができる機能を備えるもの
とする。 

【湖畔の休息ゾーン】 

 利用者が公園内で森の恵みを感じながらゆったりした時間を過ごせるよう、辺土名湖畔にカフェ
やレストラン機能を確保する。 

【森の宿泊体験ゾーン】 

 木育体感ゾーンに隣接する部分には、既存の炊事棟やトイレを活用しながら、森に囲まれた雰囲気
でのコテージ宿泊やデイキャンプのできる整備を行う。既存のバンガロー、樹上ハウス、オートキ
ャンプ場、キャンプ台等は、老朽化・劣化の進んだ施設は撤去する。 

※園内歩車分離の考えから、コテージやデイキャンプ広場への荷物の搬入等は、ゴルフカート等の
コンパクトな車両により安全性を確保することが運用上考えられる。 

 イベント時や学校団体等の野外宿泊体験など、大人数の利用を想定した宿泊機能として、フィール
ド利用と機能をある程度分離させ、フレキシブルな利用が可能な、車道を挟んだ西側の眺望の良い
高台に確保し、フリーテントサイトを確保する。 

【駐車場の再整備と見本園のバックヤード機能の確保】 

 エリア内の新たな機能連携や利便性を踏まえ、辺土名側の入口付近に駐車場を新設する。駐車場入
口は、防災拠点として非常時の電力供給に利用できる太陽光パネルをゲート状に設置する。 

 既存駐車場は臨時駐車場として利用するとともに、車両の寄りつきが可能、且つ景観的に目立たな
い立地条件を活かし、スペースの一部を活用して見本園で展示する植物の育苗等を行うハウス型の
圃場等の施設を設置し、見本園のバックヤード機能を確保する。 
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ト
レ
イ
ル
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ー
ス
と
周
辺
森
林
エ
リ
ア 

【歩道による２つのエリアの連携】 

 既存施設整備エリアとクロスカントリーコースエリアとを結ぶ新たな歩道を整備する。 

※当該エリアはやんばる国立公園第３種特別地域に位置しており、公園事業（歩道）と連携して整備
を行うことも考えられる。 

【林業体験フィールド】 

 現在、炭窯や作業小屋のある場所の周辺部にある森林域は、過去に森林施業を行った履歴もあるこ
とから、既存施設を有効に活用することにより、林業体験と林産物の生産を体験するプログラムを
実施する「林業体験フィールド」として位置づける。ただし炭窯がある谷部には、ノグチゲラの営
巣地がみつかるなど生き物が豊かであることから、部分的に「生き物ふれあいフィールド」に組み
込むなど、森林と生き物の生息状況に応じたきめ細かなゾーニングを行う必要がある。 

【生き物ふれあいフィールド】 

 トレイルランニングコースとして利用されている既存歩道や新たに整備する歩道等を活用して、
やんばるの森に一般的に生息する鳥類、昆虫類、爬虫類等の動物や、在来の花木、草花、樹木やシ
ダ類などとの出会いや触れ合いを体験するプログラムを実施する「生き物ふれあいフィールド」と
して位置づける。 

 フィールドについては、動植物のモニタリング調査を実施し、ポテンシャル資源の明確化を図りな
がら調整していくこととする。 

【森林再生フィールド】 

 照葉樹の二次林の健全性を維持・改善し、世界自然遺産地域への緩衝機能の強化に寄与する森林管
理を試行する実験フィールド、外来植物の駆除、リュウキュウチクの侵入抑制、在来樹種の補植等
の森林再生に向けた管理作業とモニタリングを利用者参加型のプログラムに組み込んで継続的に
実施する「森林再生フィールド」として位置づける。 

 基本的に、生物相豊かな谷部は保全に努め、尾根部を中心に再生を図ることとする。 

ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
コ
ー
ス
エ
リ
ア 

＜A案＞ 

【情報・学習拠点の整備】 

 やんばる国立公園(仮称)の玄関口にあたる森林公園を琉球弧の自然文化をはじめ東アジア地域の
自然史に関する情報・学習拠点としての整備（国立自然史博物館※1の誘致候補地またはそのサテラ
イト等）を検討する。 

※1：内閣府の特別機関「日本学術会議」による提言案 

＜B案＞ 

【民間活力の導入】 

 民間活力の導入により、新たな地域雇用の創出、地域生産物の活用等による地域の社会・経済への
波及効果を生み出す。 

 森林公園の基本コンセプトへの理解度が高く、地域との良好なパートナー関係を構築できる企業・
団体等を誘致する。 
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（２）ゾーニング 

①全体ゾーニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4-1 全体ゾーニング 
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②既存施設整備エリアのゾーニング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-4-2 既存施設整備エリアのゾーニング 
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５．アクセスルート改善の方向性 

（１）既存施設整備エリア 

①一般車両 

一般車両は往路及び復路のいずれも辺土名側からのルートを活用することを原則とし、国道

入口部の現改良事業（次々項図参照）により安全性と分かり易さの改善を図るとともに、案内

標識、誘導サイン等を充実する。 
なお、サイン類については、海外からの利用者増を考慮し、多言語対応やピクト表示などビ

ジュアル表現の導入を図る。 

②大型車両 

大型車両は往路及び復路のいずれも奥間側からのルートを活用することを原則とし、奥間小

学校横からの登り口部分を改良することにより、大型車両が分かり易く、スムーズに通行でき

るようにするとともに、大型車両用の案内標識、誘導サイン等を充実する。 

（２）トレイルランニングコースと周辺森林エリア 

既存施設整備エリア及びクロスカントリーコースエリアに駐車したうえで、それぞれのエリア

から徒歩でのアクセスを原則とする。 

奥間林道の歩道入口に駐車し、林道側からのアクセスは当該エリア内での体験プログラム等の

利用者や森林管理作業の実施時等の特定の利用者に限定し、林道利用に関する一般への案内は行

わない。 

（３）クロスカントリーコースエリア 

既存の辺土名からのアクセスルートの他に、宇良からのアクセスルートの整備の可能性につい

て検討し、大型車両の通行が可能で安全性の高いアクセスルートを確保する。 
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図 4-5-1 アクセスルート改善の方向性 
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６．エリアごとの景観・意匠・空間構成の配慮事項 

やんばる国立公園及び世界自然遺産の玄関口に位置する森林公園において、基本コンセプトである

「やんばるの森の恵みを五感で感じる公園」を実現するために、景観・空間構成上配慮すべき事項等

について整理した。 
 

   表 4-6-1 エリアごとの景観・意匠・空間構成の配慮事項 

エリア ゾーン 景観・空間構成の配慮事項 

既
存
施
設
整
備
エ
リ
ア 

【やんばるの森の入口拠点】 

 

・やんばるの森への導入部として、やんばるの森を構

成する在来の植物を効果的に使って、来訪者をやん

ばるの森へ誘う演出を行う。 

・駐車場から多目的広場さらにはエントランスセン

ターへと移動する来訪者の動線に沿って、やんばる

の森へ入っていく期待感を高めていく。 

・屋外空間にはやんばるの森に自生する花木類の植

栽を行うとともに、エントランスセンターでは屋内

型やんばる森の見本園（植物園）として、やんばる

の深い森の中でも、なかなか見ることのできない希

少植物もバックヤードでの育苗により展示可能な体

制を確保する。 

・希少植物の育苗技術の確保については、美ら島財団

等の専門機関との連携等を検討する。 

・エントランスセンターは、背景の森の広がりを借景

にした施設展開により、森の奥行き感を創出する。 

【周遊園路】 

 

・一般車両と歩道を分離した園路ネットワークを形

成することで、来訪者が安心してゆっくりと森の雰

囲気を味わえるようにする。 

・やんばるの森をいろいろな視点（見上げる、見下ろ

す、木々の間）から感じられる空間となるよう、園

路内に様々な遊びや冒険の仕掛けを配置する。 

・新たな仕掛けの導入にあたっては、森の中の吊り橋

や観察デッキ、展望塔などストーリー性や話題性の

ある施設の導入を検討する。 

【やんばる森の見本園】 ・園路沿いの林縁空間を活用し、園路の仕掛けと連動

させて、在来植物を使ってやんばるの森をテーマ別

に紹介する屋外型の見本園（植物園）を展開する。 

・来訪者は園路に沿って、やんばるの亜熱帯の森を疑

似体験していくようなストーリー性のある構成と

し、テーマ木の補植や、不良木の伐採、通景線の確

保などの森林管理を園路沿いに重点的に実施する。 
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エリア ゾーン 景観・空間構成の配慮事項 

既
存
施
設
整
備
エ
リ
ア 

【木育体感ゾーン】 

 

・おもちゃ美術館のコンセプトである「木育」をさ

らに充実させるため、やんばるの森が育む木の恵

みを直接的に体感できる空間を創出する。 

・木に囲まれ、木に触れ、木の温もりや木の香りを感

じる空間として、幼児から小中学生、さらに大人ま

で、木と存分に触れ合う場と体験を提供する。 

【湖畔の休息ゾーン】 

 

・辺士名湖の湖畔空間の広がりや静けさ、水辺の涼

しさなどを活かして、森の癒し効果を味わう空間

を創出する。 

・森の中の静かな空間で、ゆったりとくつろげる雰

囲気を楽しめるよう、カフェを併設する。 

【森の宿泊体験ゾーン】 ・宿泊ゾーンは森の中の静かな空間を楽しむコテー

ジサイトと、広々とした森と海の景観を活かした

キャンプサイトの２つの異なるサイトを別々に配

置し、それぞれ利用者の属性やニーズの違いに対

応できる空間を創出する。 

・森のコテージサイトでは、森に抱かれて、鳥や虫や

カエルの声を聴きながらゆっくり憩い、眠る非日

常的な宿泊体験を提供できるよう、森に囲まれた

空間にコテージなどの宿泊やデイキャンプのでき

る施設を配置する。 

・キャンプサイトは、イベント等の多人数利用にも

対応できるよう、他のゾーンと分離した車道を挟

んだ西側に、森・海・空の広がりのある眺望を活か

して配置する。 

【駐車場・バックヤード】 ・駐車場の容量を確保するため、新たに辺士名側の

入口部に駐車場を新設する。新設駐車場には、森林

公園に防災拠点としての機能を付加するため、太

陽光発電パネルを使ったゲートを設置する。 

・既存駐車場は、臨時駐車場としてピーク時に対応

した駐車容量の確保とともに、周囲に目立ちにく

い空間的特徴を活かして、やんばるの森の見本園

やエントランスセンター内に展示する植物の育苗

を行うバックヤードを設置する。 
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エリア ゾーン 景観・空間構成の配慮事項 

ト
レ
ラ
ン
コ
ー
ス
と
周
辺
森
林
エ
リ
ア 

【生き物ふれあいフィールド】 ・やんばるの森の豊かな生き物とのふれあいを楽

しむための空間として、鳥、昆虫、カエルなど観

察対象となりやすい生き物が生息しやすい環境

を整えることで、生き物との出会いの機会を増や

していく。 

【林業体験・森林再生フィールド】 

 

・やんばるの森が人々の生活や生産を支える供給

源としての機能を果たしてきた歴史や文化に触

れるととともに、森を持続的に活用するための知

恵を学ぶ場として、周辺の森林域を活用する。 

・森の健全性を回復させ、生物多様性の維持・向上

を手助けするため、積極的な森林管理を実施し、

その過程を体験できる場として活用する。 

・既存施設整備エリアの「やんばるの森見本園」と

同様に、園路沿いの林縁空間を活用し、園路の仕

掛けと連動させて、在来植物を使ってやんばるの

森をテーマ別に紹介する屋外型の見本園（植物

園）を展開する。 

ク
ロ
カ
ン
コ
ー
ス
エ
リ
ア 

【情報・学習拠点の整備】 

【民間活力による施設整備】 

 

・既に人為的に造成された平坦で広がりのある空

間を活かして、直接改変による周辺の自然環境へ

の影響を最小化した開発が可能であることから、

将来的に必要となる比較的規模の大きな施設を

整備するための用地として活用する。 

・施設整備に当たっては、周囲を森に囲まれた環境

を活かして、森に溶け込む施設デザインや木々の

中に点在する施設配置等を採用する。 

・周辺森林エリアに続く散策路や歩道を整備する

ことで、周辺森林との一体的な利用を可能にする

とともに、エリア周辺部の森への眺望活用や森林

再生による環境創出にも取り組む。 
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７．施設整備のイメージ 

（１）既存施設整備エリア 

既存施設整備エリアにおける施設整備のイメージは、以下のとおりである。 

①やんばるの森の入口拠点 

フィールドの様々な情報提供やアクティビティーの紹介等を行うインフォメーション、やん

ばるの森の貴重種も含む植物の多様さや美しさを視覚的に感じる屋内型見本園を有するエン

トランスセンターを設置し、やんばるの森の利用拠点とする。 
また、森の入口として、様々なイベントにも対応できるステージを設け、視覚だけでなく聴

覚も刺激するこれまでの森林公園にない新たな楽しみを提供する。 
施設の意匠については、豊かな森を象徴する木のイメージを印象づける施設デザインとし、

やんばるの自然と人の営みを象徴する魅力的な景観演出を図る。 

 

屋内型見本園からおもちゃ美術館側の谷を望む 
 

   

 木を利用した建物のイメージ 森を借景にした屋内見本園のイメージ  
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②周遊園路 

エントランスセンターを中心とした周遊園路には、高所からの樹冠での樹木観察や水辺での

水中観察等、視覚、嗅覚、聴覚、触覚といった五感のほとんどを働かせることが求められる遊

びや冒険の要素を取り入れた園路（アドベンチャートレイル）を用意し、通常では体験できな

い自然とのふれあいを提供する。 

 

林間のユニバーサルトレイルと森のアドベンチャートレイル 
 

  
 

   

森のアドベンチャートレイルのイメージ 
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水のアドベンチャートレイル 
 

③やんばる森の見本園 

周遊園路の沿道には、やんばるの森を象徴する樹木を植栽したやんばる森の見本園を設け、

フィールド体験にあたってのガイダンスや立ち寄り利用にも対応できる手軽な体験の場所と

して位置付ける。 
イタジイ、イジュ、ヒカゲヘゴ、オキナワセッコク等の着生ラン等のやんばるらしいテーマ

木の補植を行い演出性を高めるとともに、不良木の伐採、通景線の確保等により周辺の特徴的

な景観への視線確保にも努める。 

   
植物見本園のイメージ 
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④木育体感ゾーン 

木工体験（クラフト体験）や木製品の展示・販売、その他様々な体験（野草調理体験等）を

とおし、視覚、嗅覚、触覚、味覚等で自然と存分にふれあい、その体験の中でやんばるの林業

の歴史や地域の生活文化を知ることができる場所とする。 
施設の意匠については、豊かな森を象徴する木のイメージを印象づける施設デザインとし、

やんばるの自然と人の営みを象徴する魅力的な景観演出を図る。 

 

多目的体験ルームとその前に広がる遊具広場 

 

 

多目的体験ルームのイメージ 
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⑤森の宿泊体験ゾーン 

夕陽や朝日、星空、鳥や虫の声、森の静寂等、昼間だけでは知ることのできない“やんばる”

を五感全てを使って一日中体験することを可能にする宿泊の場を提供する。 
施設の意匠については、豊かな森を象徴する木のイメージを印象づける施設デザインとし、

やんばるの自然と人の営みを象徴する魅力的な景観演出を図る。 

 

森の中のコテージのイメージ 

 

⑥駐車場・バックヤード 

世界自然遺産登録後の利用者数の増大を見込み、計量計画に基づく必要規模の駐車場を新規

に整備し確保する。 
配置は、土地利用上、多目的広場やおもちゃ美術館といった本公園の核心部との連携利用に

あまり適さず、必要規模が確保できる現在の健康の森一帯とする。 
既存駐車場については、ピーク時等における臨時駐車場として活用するとともに、常時は、

車両の寄り付きが容易であることを活かし、エントランスセンターや周遊園路沿いのやんばる

見本園の植物の圃場として活用する。 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バックヤードの圃場のイメージ 
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（２）トレイルランニングコースと周辺森林エリア 

①生き物ふれあいフィールド 

ハイド等の鳥類や昆虫類をはじめとする野生動物の観察施設の整備とともに、在来甲虫類等

の生息環境復元を行い、利用者の生き物とのふれあいの機会を高めるとともにガイドプログラ

ム等の拡充を図る。 

 

野鳥観察用のハイドイメージ 
 

②林業体験フィールド、森林再生フィールド 

利用者の森林施業体験が、リュウキュウマツの森の照葉樹林への林種転換を促し、環境保全

につながる、楽しみと環境への貢献を両立できるフィールドとする。 
なお、伐採木は、木工体験の材料等に積極的に利用し、やんばるの林業の歴史や文化への理

解にもつなげる。 

 

林業体験イメージ 
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（３）クロスカントリーコースエリア 

①情報・学習拠点 

やんばるの自然を中心に、東アジアにまでつながる琉球弧の自然・文化を紹介する拠点施設

の整備（博物館等）を検討する。 
施設意匠は、森に囲まれた現況環境を活かし緑や空の中に溶け込むようなデザインとする。 

 

情報・学習拠点のイメージ例 
 

②民間活力導入による施設整備 

やんばるの林業と連携し、地域産の木材使用や自然エネルギー設備の積極導入等、環境負荷

の少ない誘客施設（例えば宿泊施設等）を、民間活力の導入によって整備することを検討する。 
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図 4-7-1 既存施設整備エリアの整備イメージ
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図 4-7-2 トレイルランニングコースと周辺森林エリア・クロスカントリーコースエリアの整備イメージ 
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８．森林公園の管理運営方法の方向性 

（１）管理運営の基本方針 

森林公園は、国頭村民の保健・休養の場や県内外からの来訪者のレクリエーションの場であると

ともに、今後は、やんばる国立公園及び世界自然遺産登録地の「やんばるの森」の拠点施設として

の役割が期待されている。 
上記を踏まえ、国頭村、指定管理者、環境省、オクマプライベートビーチ＆リゾートの 4 者によ

る定期的な協議の場が設けられ、森林公園の管理運営等について意見交換が行われている。 
しかしながら、森林公園の利用は、村民よりも村外からの来訪者が占めている現状があり、今

後、森林公園が真に村民に親しまれるとともに、より多くの人々に利用される公園としていくた

めには、村民の参画も重要となる。 
また、今後世界自然遺産登録を見据えると、利用客数の増、多様性のある客層への対応が必要に

なり、やんばるの森の魅力を発信し、より多くのそして多様性のある利用客を取り込む運営体制

や施設整備が必要になる。 
そこで、森林公園の管理運営方針を以下のように設定する。 

 

 

 

 

（２）健全な施設運営に向けた手法 

森林公園の健全な施設運営を継続させるためには、現行の 4者による枠組みを基本としながら、

森林公園を活用するガイド事業者（個人・団体に関わらず今後活用を希望する事業者も含む）や村

民、森林公園来訪者（リピーター等）、学校等、管理運営方針に示したように、多様な主体の参画

と協働による管理運営が求められる。 
以下に、森林公園で導入可能性がある手法について整理した。 

①ボランティア組織と協働した管理運営方法 

近年、各地の森林公園や都市公園において、近隣住民や有志、自治会、企業等からなるボラ

ンティア組織（公園サポーター等）を立ち上げ公園の維持管理、運営等を行う取り組みが数多

くみられる（代表例を表 4-8-1 に整理）。 
例えば、北海道や三重県等の森林公園等では、公園の維持管理やイベント企画運営などを行

うボランティア組織が指定管理者と連携・協働して管理運営を行っている。 
国立公園では、国立公園の管理に広く国民の参加を求め、自然保護の普及啓発を図るため、

これらの活動に自発的に協力する人々を地方環境事務所において、パークボランティアとして

登録している。 
那覇市では、公園ボランティア制度（公園愛護会や自治会委託、企業ボランティア）によっ

て公園の維持管理を行っている。 
このように、ボランティア組織と協同した管理運営は、必ずしも都市部だけではなく、奥多

摩等の中山間地域においても見られ、地域住民相互の交流や来園する都市住民との交流の活性

化が期待される。また、繁忙期における人員確保や維持管理費用の縮減等につながるとともに、

公園の存在価値を地域住民と共有することにもつながることが期待され、森林公園での制度の

導入について検討することが望ましい。 
  

本施設は、国立公園の入口の施設として位置づけ、国頭村を代表する野外レクリエーション施

設として、村民をはじめとするより多くの人々に親しまれ愛される公園とするため、多様な主

体の参画と協働に取り組み、やんばるの森の魅力が発信できる公園づくりを目指します。 
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表 4-8-1 ボランティア組織等の例 

組織名等 活動場所 主な活動内容等 

モリメイト 
三重県上野森林公園 

三重県民の森 

 公園内の樹木や植物の手入れ 

 イベントの企画、運営 

杣's (そまーず) 奥多摩都民の森  森林整備、登山道の補修等 

道民の森ボランティア協会 北海道立道民の森 

 道民の森が実施する自然観察会の

指導者として、参加者に季節の草花

や樹木を案内・解説 

 道民の森が実施する催しについて、

運営・指導などの協力 

 学校などの団体利用者に対して、道

民の森プログラムの利用に係る指

導 

那覇市公園 

ボランティア 

公園愛護会 

（子ども会、自治

会、老人会等） 

那覇市内の公園等 

 公園清掃や施設点検、花壇の手入れ 

自治会委託  公園清掃、トイレ清掃、草刈り等 

企業ボランティア 

 企業の持つ組織力、専門技術の特性

を活かした公園の維持管理 

 公園清掃、花壇の手入れ等 

おうのやまガーデンクラブ 奥武山公園 

 奥武山公園の植栽や花壇、水辺など

をより豊かで、利用者に喜ばれるよ

うなものにしていくための検討 

 花木の植付け・管理等 

 植栽や緑、自然などに関するイベン

トや講座の開催等 

 

②民間活力を導入した施設整備・運営 

都市公園では、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI法）」

（平成 11 年）などによって、プールや水族館等大規模な施設の整備等が行われてきた。また、

平成 29 年に都市公園法が改正され、飲食店、売店、屋内子ども遊び場等の公園利用者の利便

の向上に資する公園施設の設置と、当該施設から生ずる収益を活用してその周辺の園路、広場

等の整備、改修等を一体的に行う者を、公募によって選定する「公募設置管理制度」（Park-PFI）
が新たに設けられた。 
このように民間活力による施設整備は、大規模施設の整備から小規模施設の整備まで幅広い

公園整備への活用が可能となりつつあり、「施設整備費や維持管理費用の財政負担の軽減」、「民

間のノウハウの導入による公園の魅力、サービスレベルの向上」、「老朽化し、質が低下した施

設の更新が進むことにより、公園の利便性、安全性が高まる」等にもつながるものとして期待

されている。 
森林公園においても、エントランスセンターや多目的体験施設、やんばるの森の見本園等の

整備や運営等への活用できる可能性があり、導入について検討を行うことが求められる。 
 

表 4－8－2 民間活力を導入した公園の施設整備の例 

公園名 主な整備内容 

上野恩賜公園  オープンカフェ 

道立噴火湾パノラマセンター  ビジターセンター、駐車場、エントランス広場、

オートキャンプ場 

横須賀市営長井海の手公園・ソレイユの丘  ビジターセンター、体験施設、温室等 
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③イベント化による公園管理方法 

特定の団体等による公園管理と合わ

せて、公園管理そのものをイベント化

し、多様な人々に公園管理を体験して

もらう取り組みもみられる。 
例えば、沖縄県中城公園では、「草花

寄せ植え体験」、札幌市のモエレ沼公園

では、「樹木管理体験『公園の仕事をし

よう！』」というイベント企画開催して

いる。これらの取り組みは、公園の管理

体験活動を通じて、公園の魅力を周知

するとともに、公園と利用者との関係

を継続させたり、公園ボランティアへ

の参画を促すといった効果が期待され

る。 
また、一般参加型ではなく、学校の校

外学習や自治会活動等と連携すること

により、地域住民と公園の関係性の構

築も期待できる。 
森林公園においても、村民や村内の

学校、幼稚園、保育所等を対象とした体

験イベント等が実施されており、これ

らのイベントを通じて、村民等と協働

した公園管理の方法を検討することが

望ましい。 
 

■森林公園のイベントチラシ 
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＜参考＞類似事例 

事例収集の観点 概要 主な事例 

①既存の世界遺産

センター 

・国内で既に整備されている世界遺産センターや、国立公園

等に整備されたビジターセンターの事例。 

・世界遺産関連施設の誘致を想定していることから、国内の

世界自然遺産地域において既に整備されている世界遺産

センターについては調査の必要性が高い。 

知床、白神、屋久島の各世

界遺産センター 

 
屋久島世界遺産センター 

②フィールド体験

型の自然利用の

拠点となる施設

（フィールドセ

ンター、ビジター

センター） 

・世界遺産地域における自然利用についてのルール、マナ

ー、安全管理に関する知識やフィールドの現地情報等の

提供を行い、自然環境の保全と事故の防止を図ることを

目的とする施設。 

・やんばるにおいては、トレッキング、キャニオニング、シ

ャワークライミング等の自然利用が盛んに行われてお

り、世界遺産登録後はさらに利用者が増加すると考えら

れる。世界遺産の核心部に近い森林公園において、このよ

うなフィールド型利用に関する各種情報を提供すること

が考えらえる。 

ルサフィールドハウス 
 

 
ルサフィールドハウス 

③様々な機能を持

った施設を様々

な主体が一地域

に集約して整備

した機能集約型

拠点 

・ビジターセンター、各種展示施設、自然遊歩道、飲食店、

体験プログラム拠点等、様々な機能を持った施設を、様々

な整備主体(国、県、市町村、民間等)が、ある一定の範囲

に集約して整備された拠点の事例。 

・やんばる地域においては、様々な施設が分散し、主だった

利用拠点がない状況である。森林公園において、世界遺産

関連施設を誘致し、様々な機能を集約した拠点として整

備することも考えられることから、同様の事例を把握す

る。 

西海パールシーリゾート 
 
 
 
 
 
 
 
 
西海パールシーリゾート 

④地域の入口機能

を持った施設 

・自然性の高い地域の入口に位置し、その地域全体の自然環

境や利用に関する情報を提供する施設の事例。 

・マイカー規制実施地においては、マイカーとシャトルバス

等の乗り換え拠点となるような施設の事例。 

・やんばるにおいては、将来的に大国林道においてマイカー

規制が実施され、認可された車両（バス等）のみが通行で

きる状態となる可能性がある。 

大国林道へのアクセスが良い森林公園を遺産地域の入

口と位置づけ、駐車場、バスへの乗り換え地点とし、さら

に、遺産地域の利用に関する様々な情報を提供する拠点

とすることも考えられることから、本事例の把握が必要

である。 

沢渡ナショナルパークゲ

ート、南アルプス芦安山

岳館 
 

 
沢渡ナショナルパークゲート 
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事例収集の観点 概要 主な事例 

⑤森林利用拠点、 

遊歩道、 

自然観察路、 

吊り橋等 

・一般観光客が森林等の自然の魅力を感じることができる

ような形で遊歩道や自然観察路等が整備されている事

例。 

・他の森林セラピー基地の事例。 

・国頭村森林公園は世界遺産の緩衝地帯もしくはその周辺

部に位置することになると想定される。このような位置

でやんばるの森林の魅力を感じられる場所を確保するこ

とにより、核心部への利用集中の緩和を図ることができ

ると考えられる。 

白神の森 遊山道、知床五

湖、蜂之巣渓谷ウォーキ

ングロード（森林セラピ

ー基地） 

 
くろもり館（白神の森 遊山道） 

⑥トレイルランニ

ングコース 

・トレイルランニングのコースを整備、もしくは設定してい

る事例。 

・森林公園は今後も国頭村トレイルランニング大会の会場

となることが想定されることから、既存のトレイルラン

ニングコースにおけるルートや付帯施設の整備状況等に

ついて把握する。 

斑尾高原、菅平高原 

 
トレイルランニングの 
常設コースマップ（斑尾高原） 

⑦木工研修体験 

施設 

・木材の利用について学び、また、実際に木の利用を体験す

ることができる施設が整備されている事例。 

・国頭村は沖縄本島で最も広大な森林が残されている地域

であり、世界遺産登録後も自然と共生する形を模索しな

がら林業を継続することになると考えられる。 

・27 年度からは木工研修「ヤンバルクラフト作り手養成塾」

が開講し、村外からの研修生受入の取り組みがスタート

している。 

・一般の方々に対しても、自然と共生した林業や木の利用に

ついて知ってもらうため、体験を通じて知ることができ

る施設が必要であると考えられることから、全国各地で

整備されている木工研修体験施設の事例について情報を

把握する。 

伊万里木工芸センター、

相生森林文化公園、加古

川市ふれあいの森工作

館、山村都市交流の森 

 
加古川市ふれあいの森工作館 

⑧自然利用地に 

おける滞在 

拠点施設 

・主に森林地域においてバンガローやログハウス等の宿泊

施設が整備されている事例。 

・やんばる地域においては宿泊施設数が少なく、特に森林部

におけるフィールド利用の拠点となるような施設はさら

に限られる状態である。国頭村森林公園においては、世界

遺産の森林と同等の森林の魅力を感じながら宿泊・滞在

できる拠点を整備することも考えられることから、特に

森林地域において、同様の宿泊形態により営業している

拠点施設の事例について把握する必要がある。 

なべくら高原森の家、蜂

之巣公園（森林セラピー

基地）、相生森林文化公園 

 
なべくら高原森の家のコテージ 

  



77 

事例収集の観点 概要 主な事例 

⑨森を使ったア

トラクション、

アスレチック

体験 

・民間の森を使ったアトラクションの事例。 

・樹齢三百年のクスノキの高さ 22.5m に設置されたツリーハ

ウスでは、景色を眺めたり、飲食のできるピクニック体験

などの有料メニューが用意されている。全長 84.77 で木々

の間を渡るアスレチックが体験できる（有料）。 

・森のアドベンチャートレイル等での有料メニューの提供等

の可能性、民間事業者の導入等の可能性を検討する参考事

例となる。 

星野リゾート、リゾナー

レ熱海の宿泊専用施設、 

 
森の空中散歩 

⑩森の展望、空中

散策路等、立体

的な空間活用 

・森の表情を、平面からだけではなく空中観察路や展望タワ

ーを通して、立体的に空間を活用することにより、森の大

きさ、生態などを観察することができる事例。 

・森林公園における吊り橋やデッキ園路、森のアドベンチャ

ートレイル等において、さまざまな視点からやんばるの森

を観察できる園路の参考事例。 

大阪万博記念公園 

 
散策路に設置された 
色のトンネル 

⑪農業振興のた

めの試験・研究

施設での園地

整備 

・亜熱帯農業に関する試験・研究活動を行うための圃場や温

室、実験棟等の他に、展示用の温室や園地を有し、一般客

に公開している。敷地内の園地や林内には遊歩道が整備さ

れ、展望台から景色を眺めることもでき、観光スポットと

なっている。 

・固有種を含む在来の植物の増殖・保存に資するため、苗木

生産技術の開発や在来種による植生回復技術の開発等を行

っている。 

・貴重な小笠原の固有植物や熱帯の園芸植物、小笠原で生産

されている熱帯果樹を園地及び温室にて展示している。ま

た、敷地内の森林では遊歩道を設け、固有植物に樹名板を

つけるなどしている。 

・国頭村森林公園内における、やんばる特有の植物の保護増

殖や来園者への普及啓発、やんばるの森の見本園としての

の役割について検討する必要がある。 

小笠原亜熱帯農業センタ

ー 

 
試験研究施設 
 
 
 
 
 
 
 
 
林内の散策路と展望台 

⑫民間活力活用

による自然体

験施設 

・フォレストアドベンチャーと呼ばれる専用のハーネス（命

綱）を着用して、樹から樹へ空中を移動していく森林冒険

を提供する民間事業の事例。 

・施設整備から管理運営までを民間事業者が一貫して行っ

ている。 

・県内には、恩納村に沖縄の自然の森を活かした国内最大級

施設（最大滑空距離 120m 最大地上高さ 30m、33 のアク

ティビティー）が整備されている。 

フォレストアドベンチャーin 恩納 
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事例収集の観点 概要 主な事例 

⑬民間活力活用

による滞在拠

点施設 

 

・伊勢志摩国立公園内に近年整備された民間のリゾート宿泊

施設の事例。 

・温泉資源と共に、古代から朝廷や神宮に献上していた伝統

的な日本料理の提供や世界遺産に登録されている熊野古道

や伊勢神宮巡りなど地域の伝統文化を楽しむことを通し

て、心身の健康と伝統をテーマにした豊かな体験を提供す

ることを目指している。 

・国民休暇村のように整備は公費で賄い、運営を一般財団法

人が担う宿泊施設の事例。 

・日本の景色を代表する国立公園・国定公園内に公的なリゾ

ートホテルとして比較的低廉な利用ができる。 

・やんばる地域においては、世界遺産登録に向け、コアな自

然愛好家のみならず子ども連れからカップル、中高年を含

む一般観光客など多様な来訪者の受け入れを視野に入れる

必要がある。そのため、キャンプ場や民宿等既存の宿泊施

設形態に加え、多様な宿泊形態の一つとして、やんばる地

域に少ないオクマプライベートビーチ＆リゾートのような

リゾートホテル型の宿泊施設の導入が考えられる。その際、

整備または運営費の負担を軽減化に向け、国民休暇村の整

備や、民間事業者の誘致等の手法を事例により把握する必

要がある。 

伊勢志摩国立公園内の温

泉リゾート「アマネム」 

 
客室（6 名まで） 

 
休暇村日光湯元 
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