１．名護市の地域概況
（１）名護市の概況
①位置と面積
本市は昭和４５年８月に名護・屋部・羽地・屋我地・久志の５町村が合併して誕生しまし
た。沖縄本島北部に位置しており、県都である那覇市から約６４ｋｍの距離にあります。東
側は太平洋、西側は東シナ海に面しており、北東は大宜味村・東村、北西は今帰仁村・本
部町、南西は恩納村・宜野座村に接し、東西 25ｋｍ、南北 20ｋｍの総面積 210.33ｋｍ2 と、
竹富町、石垣市、に次いで、県下３番目の面積を有しています。

②気象・気候
本市は、沖縄県の他地域と同様に湿潤亜熱帯性の気候区分に属します。黒潮の強い影
響化にあることから冬季も比較的温暖で、年間を通じて寒暖の差を少なく、過去３０年間
（統計期間：1981～2010）の年平均気温は、22.6 ℃、年降水量：2018.9 mm となっており、
5 月、6 月、８月、９月に多い傾向となっています。平成２４年の年間平均気温は 22.5℃、
年間平均降水量は 159m、年間平均湿度は 75％となっています。

③地形・地質
本市の地形は、標高 300ｍ～400ｍ級の多野岳、久志岳、恩納岳と国頭脊梁山地が北東
から南西に走り、それらの山々を水源とする多くの河川が太平洋と東シナ海に注いでいま
す。また、沖縄本島から西側へ突き出した本部半島には嘉津宇岳、八重岳等の本部山地
があり、その両者に挟まれた位置に台地や低地が広がり、北は屋我地島に囲まれた羽地
内海、南は名護湾となっています。
地質については、国頭層群で大きく二分され、国頭山地の東側はおおむね嘉陽層で、
西側は名護層となっています。これらとは別に、本部半島の付け根付近には、琉球層群の
国頭礫層や沖積層、砂岩層等もみられます。

④河川・海岸
本市域には多くの河川が存在し、概して急勾配の短小ですが水量に恵まれ、県内の重
要な上水供給源となっています。また、河川は生物の生息の場としても大切であり、自然
のシステムの中で山と海をつなぐ循環系の役割を果たしていることでも重要です。
本市の海岸は、東シナ海及び太平洋の２大面に面し、その海岸は長く変化に富んでい
ます。海域にはサンゴ礁が発達し、外側に自然の防波堤、内側にイノーが形成されていま
す。イノーは豊かな生態系を育み、沖縄の自然風土を形づくる大切な要素です。海岸部
はリゾート・レクリエーション資源としても高く評価されています。

（２）
「東海岸地区」
「羽地内海地区」
「名護湾地区」の
３つの地区の概況 ～名護市都市計画マスタープランより～
◇羽地地域
羽地(伊差川、親川、振慶名、仲尾、田井等、山
田、川上)、稲田(我部祖河、古我地、呉我、内
原)、真喜屋(仲尾次、真喜屋、稲嶺)、源河(源河)
◇屋我地地域
屋我地(饒平名、我部、運天原、屋我、済井出)

※表記の仕方：名護(港)→住区(自治区)

◇市街地地域
名護(港、大南、大中、
大西)、大北(大北)、大宮
(宮里、為又)、
東江(城、大東、東江、
世冨慶、数久田))
◇瀬喜田地域
瀬喜田(喜瀬、幸喜、許
田)
◇屋部地域
屋部(屋部、中山、宇茂
佐、旭川)、安和(安和、
山入端、勝山)

羽地内海地区

名護湾地区

東海岸地区

◇東海岸地域
久志(瀬嵩、大浦、大川、二見)、汀原(汀間、三原)、
嘉陽(嘉陽、安部)、天仁屋(天仁屋、底仁屋)
◇久辺地域
久辺(久志、豊原、辺野古)

①東海岸地区
【東海岸地域】
東海岸の北側に位置し、美しい海岸線とやんばるの森を有しています。地域の大半が
農地・森林を中心とした丘陵地であり、平地は少ないです。低地部に点在し国道３３１号に
つながれた１０カ所ある集落はいずれも小規模であり、農業等を中心とした生活が展開さ
れています。また、カヌチャ地域は観光振興地域に指定されていることから、体験・滞在型
の観光施設等も立地しています。
【久辺地域】
東海岸南側に位置し、米軍基地キャンプシュワブに隣接する集落です。新たな都市機
能の導入と住宅地づくり、生活基盤の整備、金融・情報、産業、教育・研究等の多分野に
わたる企業立地等により、副都市拠点の形成が進められています。

②羽地内海地区
【羽地地域】
市街地の北部に位置し、一部が用途地域に含まれるとともに、北側は羽地内海に面し、
南側はやんばるの森という自然豊かな地域です。また、広い地域内には農業基盤が整備
された比較的大規模な農地が広がっており、多様な地域資源を有する農村集落が分布し
ています。
【屋我地地域】
東シナ海と羽地内海の間に浮かぶ全域を国定公園に指定された島であり、島の外周部
に点在する５つの集落からなります。内陸部はサトウキビやパイン等の農地が大規模に広
がっています。

③名護湾地区
【市街地地域】
古くから北部の交通の要衛として栄え、商業・業務、行政、産業、医療、教育、歴史・文
化、観光レクリエーション等の都市機能が集積し、名護市の６割の人口が集中する中心地
です。中心市街地は活力の低下が顕在化しており、東南部は農地と樹林地が大半を占め
る丘陵地となっており、轟川沿いの低地は数久田区の集落となっています。また、名護の
発祥の地であり、ひんぷんガジュマル等の地域資源が分布する市民の心のよりどころとな
っています。
【瀬喜田地域】
名護湾地域の南端に位置し、沖縄自動車道の終点である許田 I.C.があることから、北部
観光の玄関口となっています。美しい海岸を有しリゾートホテル等が多く立地する国際観
光リゾート拠点として位置付けもなされています。西に名護湾を臨み、東は丘陵地が迫っ
ていることから比較的平地が少なく、農地と樹林地が大半を占め、河川沿いの低地に喜瀬、
幸喜、許田の農業等を中心とした昔からの集落が形成されています。
【屋部地域】
市街地の西部に位置し、一部用途地域が含まれ、宇茂佐区では土地区画整理事業が
行われています。その他は、屋部、中山、旭川、安和、山入端、勝山の緑多い良好な集落
が点在しています。また、果樹を中心とした農業が盛んであり、北部には嘉津宇岳・安和
岳・八重岳といった自然環境保全地域、南部には名護湾が広がっています。

２．名護市の観光資源
「東海岸地区」「羽地内海地区」「名護湾地区」の３地域の観光資源（観光施設・資源）を、４つの
カテゴリー（①文化・コミュニティ施設、スポーツ施設、②史跡・文化財、③自然・景観、④観光施
設、宿泊施設、ショッピング、レストラン）に区分し、整理しました。なお、名護へ GO！GO！マップ
（名護市観光協会作成）を元に作成しております。

（１）観光資源一覧表（観光施設・資源等の整理）
①文化・コミュニティ施設、スポーツ施設
※施設の前の番号は、①文化・コミュニティ施設、スポーツ施設の観光資源マップに記載されている番
号と一致しています。

東海岸地区
14 名護市マルチメディア館

羽地内海地区
-

文化・コミュニティ施設

15 国際海洋環境情報センター

名護湾地区
1 名護市役所
2 名護市観光協会
3 名護市民会館
4 名護市中央公民館
5 名護市立中央図書館
6 北部合同庁舎
7 名護市国際交流会館
8 県立北部病院
9 まちなか情報ステーション
10 まちなか案内がじゅまる館
11 沖縄県立名護青年の家
12 北部地区医師会病院
13 北部会館

スポーツ施設

24 カヌチャゴルフコース

28 名護サーキット

16 21 世紀の森体育館

33 久志ゴルフガーデン

29 オリオン嵐山ゴルフ倶楽部

17 市営陸上競技場

31 真喜屋運動場

18 キタボウル

32 羽地多目的広場

19 名護市営庭球場
20 21 世紀の森ラグビー場
21 名護球場
22 あけみお SKY ドーム
23 21 世紀の森公園
25 名桜ボウル
26 喜瀬カントリークラブ
27 許田ゴルフクラブ
30 B&G 財団名護海洋センター

②史跡・文化財
※施設の前の番号は、②史跡・文化財の観光資源マップに記載されている番号と一致しています。

東海岸地区

羽地内海地区

名護湾地区

史跡・文化財

1 許田の手水

10 羽地大川改修顕彰碑

1 許田の手水

2 浦々の深さの歌碑

11 改決羽地川碑記

2 浦々の深さの歌碑

3 三府龍脉碑記

12 親川グシク

3 三府龍脉碑記

4 徳田球一記念碑

13 我部祖河の高倉

4 徳田球一記念碑

5 名護城

14 我部祖河仲ノ屋文

5 名護城

6 白い煙と黒い煙の碑

15 古我地のうちはら原ハル石

6 白い煙と黒い煙の碑

7 渡波屋建堂記念碑

16 古我地焼窯跡

7 渡波屋建堂記念碑

8 屋部の久護家

17 源河節の碑

8 屋部の久護家

9 安和のくばのうたき

18 のがれの島の碑

9 安和のくばのうたき

62 安和貝塚

19 屋我グシク

62 安和貝塚

63 部間権現青磁出土地(仮称)

20 屋我地の塩田

63 部間権現青磁出土地(仮称)

64 屋部前田原貝塚

21 運天原サバヤ貝塚

64 屋部前田原貝塚

65 屋部貝塚

22 オランダ墓

65 屋部貝塚

66 東兼久原貝塚

28 希望と自信の鐘

66 東兼久原貝塚

67 屋部川口古互出土地

29 源河ウェーキ

67 屋部川口古互出土地

68 宇茂佐古島遺跡

30 タキギター河口遺物散布地

68 宇茂佐古島遺跡

69 宮里古島遺跡

(仮称)

69 宮里古島遺跡

70 大西区遺物散布地(仮称)

31 済井出長佐久(ナガサク)

70 大西区遺物散布地(仮称)

71 大堂原(ポードーバル)西
遺跡

貝塚
32 大堂原(ウフドーバル)貝塚

71 大堂原(ポードーバル)西
遺跡

72 大堂原東遺物散布地(仮称)

33 ハンタジー遺跡(仮称）

72 大堂原東遺物散布地(仮称)

73 大中区遺物散布地(仮称)

34 大堂浜遺物散布地(仮称)

73 大中区遺物散布地(仮称)

74 名護貝塚

35 饒平名シマヌハー御嶽遺

74 名護貝塚

75 アパヌク貝塚

跡群

75 アパヌク貝塚

76 溝原(ミズバル)貝塚

36 ナンマー貝塚

76 溝原(ミズバル)貝塚

77 溝原人骨出土地

37 アマグシク東方遺物散布地

77 溝原人骨出土地

78 城(グシク)人骨出土地

(仮称)

78 城(グシク)人骨出土地

79 城古銭出土地

38 墨屋原(スミヤバル)遺跡

79 城古銭出土地

80 ナングシク遺跡跡

39 墨屋原浜崎遺跡

80 ナングシク遺跡跡

40 瀬州村(シームラ)跡遺跡
41 源河大(ウー)グシク遺跡
42 真喜屋平田遺物散布地
43 真喜屋阿社義遺物散布地
44 安波茶部遺物散布地
45 奥武原遺跡

東海岸地区

羽地内海地区

名護湾地区

史跡・文化財

81 許田貝塚

46 上之御嶽遺跡

81 許田貝塚

82 イシグムイ遺物散布地(仮

47 川之上(ハーヌウィ)遺跡

82 イシグムイ遺物散布地(仮

称)

48 ウフ御嶽土器出土地(仮称)

83 喜瀬山田原遺物散布地(仮

49 仲尾次上グシク遺跡

称)

50 仲尾古村遺跡

84 部瀬名貝塚

51 羽地間切番所跡

84 部瀬名貝塚

85 部瀬名南遺跡

52 仲間(ナハマ)遺跡

85 部瀬名南遺跡

107 屋部のプーミチャー遺跡

53 田井等(テーヤ)遺跡

107 屋部のプーミチャー遺跡

称)
83 喜瀬山田原遺物散布地(仮
称)

54 ヤトバラ殿遺跡
55 デーグシク遺跡
56 フガヤ遺跡
57 谷田(コクデン)遺跡
58 川上(ハーミー)遺跡
59 親(ウェー)グシク遺跡
60 振慶名遺物散布地(仮称)
61 伊差川古島跡
105 金川の銅山跡
106 仲尾次の中尾殿内

③自然・景観資源
※施設の前の番号は、③自然・景観資源の観光資源マップに記載されている番号と一致しています。

東海岸地区

羽地内海地区

名護湾地区

自然・景観資源

12 底仁屋の御神松

3 多野岳

1 ひんぷんガジュマル

15 大浦のマングローブ林

4 嵐山展望台

2 嘉津宇岳

22 瀬嵩の校園松

5 古宇利大橋

6 名護番所跡のフクギ群

23 底仁屋の褶曲

8 済井出のアコウ

7 宮里前の御嶽のハスノハ

28 ゲーヤー滝

9 大湿帯のオキナワウラジロ
ガシ

ギリ林
10 東江のミフクラギ

14 屋我地小学校のアコウ

11 許田のウバメガシ

16 仲尾次のアシャギ庭ヤブ

13 屋部小学校のデイゴ

ツバキ
21 済井出のベニアジサシ繁
殖地
24 仲尾次のアシャギ庭ヤブ
ツバキ
25 屋我地のコバテイシ群

17 安和拝所のガジュマル
18 安和岳
19 八重岳
20 許田のヤエヤマネムノキ
27 轟の滝
26 ブセナ海中展望塔

④観光施設、宿泊施設、ショッピング、レストラン
※施設の前の番号は、④観光施設、宿泊施設、ショッピング、レストランの観光資源マップに記
載されている番号と一致しています。

東海岸地区
5 国際海洋環境情報センター

羽地内海地区
2 ネオパークオキナワ

21 藤崎紅型工房

7 屋我地ビーチ

22 ゆかり牧場･観光闘牛場

20 嵐山パイン園

26 わんさか大浦パーク

23 マリンパーク羽地･屋形船
25 がじゅまる自然学校

観光施設
1 カヌチャベイリゾート

16 民宿かねしろ

19 海風まぶい宿

20 民宿屋我地荘

名護湾地区

宿泊施設

1 21 世紀の森ビーチ
3 ナゴパラダイス
4 沖縄フルーツランド
6 やんばる亜熱帯園
9 名護パイナップルパーク
10 「道の駅」許田
11 リーフリゾートかりゆし
12 オリオンビール名護工場
13 やんばる物産センター
14 森のガラス館
15 ゴーヤーパーク
16 名護博物館
17 ヘリオス酒造
18 喜瀬ビーチ
19 幸喜ビーチ
24 体験工房琉球窯
27 名護中央公園・展望台
28 自然体験モンバの木紅型
木キジムナー工房
2 オキナワマリオネットリゾ
ート＆スパ
3 ザ・ブセナテラス
4 沖縄サンコーストホテル
5 リゾネックス名護
6 喜瀬ビーチパレス
7 ルートイン名護
8 ビジネスホテル山田荘
9 ホテルゆがふいんおきなわ
10 スーパーホテル名護
11 ホテルデルフィーノ名護
12 名護ビジネスホテル
13 ホテル城山
14 南海民宿
15 民宿 喜瀬
17 喜瀬カントリークラブ
18 ピッコロ・テイル
21 ホテルおおくら
22 ホテル東和
23 ホテルうらわ
24 名護青年の家
25 名護キャッスルホテル

東海岸地区
-

羽地内海地区

名護湾地区

14 古我知焼

1 知名商店

15 名護ペプシコーラ

2 やんばる酒店

18 龍泉酒造（資）

3 宮里商店
4 崎浜商店

ショッピング

5 ヤマカワ和洋菓子店
6 上間商事
7 大城花屋
8 ナゴギフト
9 ボングーやまみや
10 志野屋
11 お菓子の EBISU 宮里店
12 お菓子の EBISU 為又店
13 沖縄コカ・コーラボトリング
16 勝山シークヮーサー
17 ハリカ名護支店
-

18 我部祖河食堂

1 名護水産物直販店
2 Ａ＆Ｗ名護店
3 エルフランセ
4 山吹
5 新山そば
6 河童軒
7 おおしろそば
8 八重食堂

レストラン

9 我部祖河食堂名護店
10 宮里そば
11 焼肉乃我那覇
12 オリオンハッピーパーク
13 サボテンタコス
14 (有)里江
15 ブラジル食堂
16 ふりっぱー
17 寿司処大左衛門
19 コロンパン
20 車えび食堂
21 朝日レストラン
22 丸隆そば
23 名護曲りレストラン

●参考：３地区別の交流資源（ハード）
名称
羽
地
内
海
地
区

東
海
岸
地
区

名
護
湾
地
区

施設の内容・交流の可能性

がじゅまる自然学校

シーカヤック・やんばるリバートレッキング等の自然・文化体験学習を行う団体・施
設であり。エコツアーや修学旅行、職場旅行、企業研修の場として使われている。

嵐山展望台

沖縄の松島と言われる風景が、パノラマで広がっている。
本部半島の東側に浮かぶ屋我地島とその奥の古宇利島が見渡せる。

ネオパークオキナワ

中南米・オセアニア・アフリカといった熱帯地方の動植物を保温なしに飼育してい
る。その展示は広大なフライングケージに放し飼いという自然さながらの方法をとっ
ている。

大川あじさい園

梅雨時期になると、段々畑の裏庭にぎっしり植えられた5千株ものアジサイが開花
する。樹齢120年を超えるものや他では見れない色彩豊かな貴重なアジサイがあり
県内外から大勢の見物客が足を運ぶ。

わんさか大浦パーク

地産地消型の地域振興・活性化を目的として設置された施設。特産品の開発・販売
をしており、レジャー事業としてシーカヤック体験や地域散策のツールとして自転車
の貸出をしている。

国際海洋環境情報センター

施設・設備を無料開放しており、館内見学、講義室での３D映像の放映・実験などを
通して親子で海洋・地球環境等を学べる施設となっている。

名護球場

21世紀の森公園内にあり、プロ野球・北海道日本ハムファイターズが春季キャンプ
で使用している。またキャンプ終盤にはオープン戦も開催される。

名護市営市場

「食文化発信拠点の形成」に向け整備された。ゴーヤー、ヘチマなどの青果類から
名護漁港で水揚げされた新鮮魚が販売されている。

名護中央公園・名護城跡

名護城跡は寒緋桜の名所として全国的に有名。名護中央公園の一部でもあり、自
然観察園や名護の街が一望できる展望台がある。

道の駅許田

やんばる物産センターが併設されており、北部12市町村の特産品や農家直送の野
菜や果物が売られている。また、美ら海水族館の割引チケットや各観光施設の割
引チケットも取り扱っている。

オリオンビールハッピーパーク

ガイドの説明と共にビールの仕込み段階から瓶、缶、樽詰までの製造工程を無料で
見学できる。地元の食材を使った料理が堪能できるレストランも併設されている。

ヘリオス酒造株式会社

泡盛を製造・貯蔵する実際の現場で毎日工場見学を実施している。泡盛の歴史や
製造工程の説明、古酒蔵での上映会、併設ショップでは試飲会等を行っている。

沖縄県立名護青少年自然の家

共同宿泊生活の体験を通し規律や責任等を学ぶ社会教育施設であり、青少年に限
らず、幼児から高齢者まで誰もが、気軽に利用できる。

OKINAWAフルーツらんど

「フルーツゾーン」「チョウゾーン」「バードゾーン」の3つのゾーンがある全天候型亜熱
帯体験施設なので、雨の日でも見学ができ、障害者設備も完備している。

ＯＫＩＮＡＷＡゴーヤーパーク

入園無料で、年中ゴーヤーの果実が実り、いつでも本物のゴーヤーに触れることが
でき、水耕栽培・ゴーヤー茶加工の見学もできる。

ナゴパイナップルパーク

カートで施設内を回ってパイナップル畑や熱帯植物を見て回れる。約10,000点の貝
が展示され、ワイン工場の見学見学ができる。

やんばる憩いの森

日本唯一のヒカゲヘゴの原生林と、沖縄ならではの生き物や色鮮やかな花が楽し
める。

ブセナ海中公園事業所

ブセナの海中を満喫できる全天候型パノラマ海中展望塔や色鮮やかな熱帯魚の楽
園を船上から俯瞰体験のできるグラス底ボートを管理運営している。

●参考：３地区別の交流資源（ソフト）
名称
羽
地地
区内
海

プログラムの内容・交流の可能性

羽地ダム鯉のぼり祭り

毎年5月のこどもの日にあわせて5月4日〜5日に開催されるイベント。羽地ダムの
堤体の上で元気よく泳ぐたくさんの鯉のぼりが見物。多目的広場には露店や特設
ステージが設置されイベントで賑わう。下流広場では家族連れがのんびりと過ご
すことができ、川遊びも楽しる。

NAGOハーフマラソン

名護市陸上競技場をスタート＆ゴールにして、本部半島を横断する。新春に行わ
れる名護ハーフマラソンでは、キレイな空気と自然を満喫しつつやんばるならでは
の景色を眺めることもできる。

ツール・ド・おきなわ

観光地である沖縄の特性を生かして、純粋なレースだけでなく、様々なイベントを
組み合わせて開催されている。

毎年名護市営球場で一軍が春季キャンプをおこなっており、その時期には遠くは
プロ野球日本ハムファイターズ春季キャ
北海道からもファンが訪れる。また名護市でファンの集い等のイベントも開催さ
ンプ
れ、観光の目玉となっている。

名
護
湾
地
区

名護さくら祭り

寒緋桜に囲まれた約2kmの遊歩道が有名であり、頂上の展望台からはエメラルド
グリーンの海と寒緋桜の景色が見られる。他にも毎年ステージイベント等が行わ
れる。

名護博物館友の会

友の会主催の講演会、各種講座などを開催するほか、博物館の主催事業への支
援を行ったりするなど、様々な活動を行っています。具体的な事業として、田植え、
稲刈り、黒糖づくりなどを行っている。

海外移住者子弟等研修受入時事業

研修生たちを受け入れるのは、技術等の習得および市民との交流を通して社会
の発展に寄与する人材として、国際交流の輪を広げ移住国との友好親善を目的と
している。

子供芸術支援事業

名護市内の児童生徒を対象に、名護少年少女合唱団、名護市児童劇団、名護
ジュニアオーケストラの3つの団体と、1万人の個展という1事業を実施している。

文化財めぐり案内人養成講座

単なる観光ガイドではなく、生きた教材である文化財の価値や歴史的な背景、当
時の人々の暮らしぶりなど名護市の歴史や文化を総合的に説明できる案内人の
養成を目指している。

名護夏祭り

2日間にわたり繰り広げられ、祭りのクライマックスを飾るのが花火大会。打ち上げ
は海（漁港）からなので、名護市の海岸沿いどこからでも眺めることができる。

名護青年エイサー祭り

毎年9月に行われるイベントで、名護市内の各青年会のエイサーや、子供エイ
サーが楽しめる。

