
～ 観光客にやさしい街づくりをめざして（第２期） ～

【現状・課題】

首里地区においては、首里城を中心に歴史的な文化遺産が点在しており、毎年

多くの観光客が訪れている。 しかしながら、その多くの観光が首里城のみの観光

に留まっており、回遊性の向上が大きな課題となっています。

【課題解消に向けた取り組み】

●第３回 首里地区回遊促進策実証実験検討委員会の開催

日時 ： 平成２３年９月９日（金）

15:00 ・首里城久慶門の下に集合

（首里城出口、道路沿いの木陰）

15:00～16:00 ・実験用案内板の設置場所・状況等の確認

（当日は、泡盛ルートについて実験用案内板

を仮設置し、実行委員会メンバーが実際に

歩いて確認）

16:00～17:00  ・会議（場所：首里公民館 視聴覚室）

・実証実験内容の確認

※雨天時の集合場所は、首里公民館（１５：００）となります。

●実証実験の実施

期間 ： 平成２３年１１月（１ケ月間）

※実験前、実験中に効果把握のためのアンケートを実施
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【 問い合わせ先 】

首里地区回遊促進策実証実験検討委員会 事務局
内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 建設行政課長 佐野 俊光 （内線：3151）

〃 課長補佐 大城 照彦 （内線：3152）
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平成２３年９月６日



【現状と課題】
首里地区には、年間約２５０万人の観光客が訪れる首里城を中心に歴史的な観光資源が

点在している。
首里地区の徒歩による観光にあたっては、 “回遊性”、“わかりやすさ” 、 “安全性” など以

下の大きく５つの課題があげられる。

①モノレール駅から首里城までの円滑な誘導 ⇒ 第１期 実証実験（H22.11実施済）
②観光客の回遊エリアの拡大
③公共交通による回遊促進 ⇒ 第２期 実証実験（H23.11実施予定）
④安全性・安心感の向上
⑤体系的な観光情報の提供

【第２期 実証実験の内容】

１．目的

首里地区の歩行者回遊性向上に向

けた取組みとして、情報発信の試行と

効果を把握する。

２．実験期間

平成２３年１１月の１ケ月間

３．実証実験ツール

・総合案内板（１２箇所）

・案内板（３２箇所）

・散策マップ（10,000 部配布予定）

・QRコード

（散策マップ、施設概要等の発信）

・実験用ＨＰ（散策マップ、施設概要等）

５．設置場所

別紙のとおり

６．アンケート調査

効果把握のため、実験前、実験中

にアンケートを実施する。

※ 内容については、地元自治会や民間組織、行政機関等で構成される首里地区回遊策実証

実験検討委員会（委員長：琉球大学工学部 清水肇准教授）において、決定している。

参考資料

QRコード イメージ

回遊のイメージ

案内板設置イメージ



図 総合案内板・案内板配置計画案

案内板設置イメージ

総合案内板設置イメージ（次頁参考）

 表 総合案内板、案内板の配置箇所数 

種類 ルート名等 配置箇所数 

総合案内板 交通拠点、主要交

差点等 

①首里駅、②儀保駅、③山

川交差点、④奉神門⑪上の

毛入口、⑫当蔵交差点 

泡盛ルート ⑤久慶門、⑥崎山入口 

石畳ルート ⑤久慶門、⑦金城村屋、 

⑥玉陵 

紅型ルート ⑤久慶門、⑥玉陵 

儀保すーじぐゎー 

ルート 

⑤久慶門、⑩城西小学校入

口、⑨上之橋 

琉球王国ルート ⑤久慶門、⑩城西小学校入

口、⑥玉陵 

計 12 箇所（重複含まず） 

案内板 泡盛ルート 9 箇所 

石畳ルート 6 箇所 

紅型ルート ４箇所 

儀保すーじぐゎー 

ルート 

１０箇所 

琉球王国ルート ３箇所 

計 3２箇所（新規） 

●案内板設置（案）



・総合案内板イメージ（案）： 回遊ルートのイメージ、公共交通等情報、散策マップ（ピクトグラム、坂道情報、歩道・階段設置箇所、各ルートの縦断図）等の工夫を行っている。

あわもり



沖縄バス株式会社 運輸部 業務課 主任

平成２３年度　首里地区回遊促進策実証実験検討委員会　委員

所属団体名等 委員（役職）

琉球大学 工学部 環境建設工学科 准教授 清水 肇

首里地区自治会長連絡協議会 会長

首里崎山町自治会 会長

首里当蔵町自治会 会長

首里金城町自治会 会長

首里大中町自治会 会長

首里赤田町自治会 会長

首里汀良町自治会 会長

首里鳥堀町自治会 会長

首里池端町自治会 会長

首里振興会 事務局長

NPO法人 首里まちづくり研究会 理事

NPO 首里観光協会・古都首里観光まちづくり協議会 代表

古都首里のまちづくり期成会 常任理事

(財)沖縄観光コンベンションビューロー 受入推進部 部長

(財)海洋博覧会記念公園管理財団 首里城公園管理センター 管理課 課長

(社)那覇市観光協会 事務局長

沖縄都市モノレール株式会社 駅長

那覇バス株式会社 業務部 部長

沖縄バス株式会社 運輸部 業務課 主任

沖縄総合事務局 開発建設部 企画調整官

沖縄総合事務局 開発建設部 公園・まちづくり調整官

沖縄総合事務局 国営沖縄記念公園事務所 首里出張所 出張所長

沖縄総合事務局 運輸部 企画室 室長

沖縄県 土木建築部 道路街路課 副参事

沖縄県 土木建築部 道路管理課 副参事

沖縄県 土木建築部 都市計画・モノレール課 公園緑地班 班長

沖縄県 文化観光スポーツ部 観光政策課 観光まちづくり調整班 班長

沖縄県 教育庁 文化財課 記念物班 班長

沖縄県 南部土木事務所 技術総括

沖縄県警察本部 交通部 交通規制課 課長補佐

那覇市 都市計画部 都市計画課 課長

那覇市 経済観光部 観光課 課長

那覇市 教育委員会 文化財課 課長

那覇市役所 首里支所 支所長

【事務局】

沖縄総合事務局　開発建設部　建設行政課（総合窓口） 課長

　　　　　　　　　　　　　　　　〃 課長補佐

　　　　　　　　　　　　　　　　〃 企画指導係長

　　　　　　　　　　　　　　建設産業・地方整備課 都市整備係長

沖縄県　　　　　土木建築部　道路街路課（県窓口） 主任技師

　　　　　　　　文化観光ｽﾎﾟｰﾂ部　観光政策課 班長

那覇市　　　　　都市計画部　都市計画課（市窓口） 主査

　　　　　　　　経済観光部　観光課 主査



平成23年度 第３回 首里地区回遊促進策実証実験検討委員会「集合場所」

久慶門の下（道路沿いの木陰）

【集合場所】
①：現地確認に参加の方：久慶門の下（道路沿いの木陰）に１５：００集合
②：現地確認に不参加の方：首里公民館２階視聴覚室に１５：４０集合

①

②

今回現地確認ルート

①集合場所詳細位置
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