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【観光情報問い合わせ先】

沖縄県うるま市の魅力、

紹介します！

●沖縄北インターチェンジ
　那覇IC～沖縄北ICまでの所要時間　約25分
●石川インターチェンジ
　那覇IC～石川ICまでの所要時間　約30分

路線バス

高速道路（那覇インターチェンジ出発）

車で

う る ま 市 内 交 通 機 関

ACCESS沖縄県うるま市への

那覇空港から車で約１時間

うるマルシェ

那覇空港→那覇バスターミナル→勝連城跡前
【沖縄バス： 52番 】（与勝線[久茂地経由] 屋慶名バスターミナル行）

那覇空港→石川IC
【高速バス：111番】 （名護バスターミナル行）

→海の駅 あやはし館・各島しょ地域（伊計屋慶名線）
那覇空港→那覇バスターミナル→JA与那城前
【沖縄バス： 52番】（与勝線 [久茂地経由] 屋慶名バスターミナル行

那覇空港→那覇バスターミナル→泡瀬営業所
【東陽バス：31番】（泡瀬西線 泡瀬営業所行）

勝連城跡

石川多目的ドーム

海中道路・島しょ地域

~那覇空港から車で約一時間！~

琉球バス交通具志川営業所
〒904-2213 うるま市字田場1784
☎098-974-1145
沖縄バス屋慶名出張所
〒904-2304 うるま市与那城屋慶名467-25
☎098-978-2205
東陽バス泡瀬営業所
〒904-2235 うるま市字前原386-2
☎098-974-8080
平安座総合開発（株）島しょ地域
〒904-2426 うるま市与那城平安座8290
☎098-977-8205（巡回バス）

日興タクシー(名)
〒904-2241 うるま市字兼箇段1888-1
☎098-973-9494

石川タクシー(名)　
〒904-2205 うるま市字栄野比96
☎098-972-5406
平良川タクシー(資)
〒904-2213 うるま市字田場371-2
☎098-973-4949
勝島交通(名)
〒904-2204 うるま市字西原88-1
☎098-972-3308
水仙タクシー(資)
〒904-2245 うるま市字赤道763-45
☎098-974-4567
あづまタクシー(名)
〒904-2312 うるま市勝連平安名1611
☎098-978-2126
美星タクシー(資)
〒904-2304 うるま市与那城屋慶名2102-1
☎098-978-2535

介護旅行うるまファミリー
沖縄県うるま市安慶名2丁目20番19号
☎098-923-3708

平敷屋港（（有）神谷観光）
〒904-2314 うるま市勝連平敷屋3784-21
☎098-978-1100
津堅港（（有）神谷観光）
☎098-978-0702

バス 介護タクシー

船

タクシー

令和５年２月発行

乗換案内
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　うるま市は、沖縄本島中部の東海岸に位
置し、沖縄の古くからの文化や芸能が多く
残る地域です。世界遺産の勝連城跡をはじ
め、歴史的な遺産も点在し、エイサーや闘
牛などの伝統文化も豊富で、手つかずの自
然や原風景が残る観光スポットとして広く
愛されています。
　「さんごの島」という意味を持つ沖縄の言
葉「うるま」から名付けられたうるま市。景観
の見事な沖縄の島々を示す言葉でもある
ことから、その名のとおり、コバルトブルー
の海に囲まれた島々と美しい橋「あやはし」
で結ばれる、『海』・『橋』・『空』が調和した風
光明媚なまちとして知られています。

うるま市DATA
誕　生：平成17年4月1日、
　　　 具志川市、石川市、
　　　 勝連町、与那城町の
　　　 4市町が合併して
　　　 うるま市が誕生。
位　置：北緯26°22′45″
　　　 東経127°51′27″
人　口：125,804人
　　　 （2022年9月1日現在）
世帯数： 55,872世帯
　　　 （2022年9月1日現在）

うるま市って 
こんなまち。
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うるま市の魅力をたくさんの人に伝える
ために生まれたうるま市のまちキャラ。
「うるうらら」はうるまの海で生まれた珊瑚
の種の妖精です。



海中道路のまち
うるま
海中道路のまち
うるま

　海中道路の中央に位置し、360度オーシャンビュー
で最高のロケーションが魅力です。土産品店やレストラ
ンなどがあり、ドライブの途中に立ち寄るには最適な場
所です。

海の駅あやはし館

海中道路の周辺は、ウィンドサ
ーフィン・カイトボードやパラセ
ーリング等のマリンスポーツが
盛んで、うるま市の一押しスポッ
トです。

マリンアクティビティ

　海の文化資料館内に開館し
た、HYのミュージアム「HeartY 
Museum」。HYがデビューして
からの歴史や、ツアーで47都道
府県を巡った際にファンと共に
つくり上げた「成長する木」とい
うオブジェが展示されている。

HeartY Museum（ハーティー・ミュージアム）

　国内でも珍しく、山原船や木造
船にまつわる資料を展示してい
る資料館。交易船として活躍して
いたマーラン船の展示や企画展
なども行われます。

海の文化資料館（館2F）

　海中道路の中央には、ドライブやサ
イクリングの休憩所としてご利用いた
だけるロードパークがあります。歩道
橋の上から海中道路を眺めたりビー
チへ降りることもできるので、自然や
美しい東海岸を味わえる絶好のポイ
ントです。ドライブコースとして人気が
高く、多くの観光客が訪れます。

ロードパーク

　勝連半島から近隣離島に伸びる全長4.7ｋｍの「海中道路」。
浜比嘉島、平安座島、宮城島、伊計島へのアクセスに重要な道
路であり、道路の両サイドには海が広がり金武湾が一望でき
ます。海中道路と言っても、実際は海の上に橋が伸びており、
四方を海に囲まれた道路で走るのは爽快です。

海
中
道
路
の
ま
ち 

う
る
ま

2021年1月8日、世界遺産勝連城跡の新施設にて、観光大使の任命式が
行われました。うるま市出身アーティストHYが、うるま市観光大使に就任。
観光大使として、うるまの魅力を県内外の多くの方々に発信しています。

うるま市 観光大使

海中道路の
情報はコチラ
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うるまの島々うるまの島々
船に揺られたり、ドライブしながら行ける
５つのアイランド。ちょっとした旅行気分
を味わってみて。

　沖縄の東海岸側に位置し、海中道路・浜比嘉
大橋で本島と結ばれた、車で行ける離島です。浜
と比嘉２つの集落があり、周囲7kmの起伏に富
んだ島で、1997年に橋ができるまでは本土との
行き来は船だったこともあり、島には沖縄らしい
昔ながらの集落や古民家が残っています。
　浜比嘉島は、琉球開闢（かいびゃく）の神が眠る
島として知られ、拝所や御嶽(ウタキ)が点在。島
全体が広大なパワースポットとも言われています。 琉球開闢の神・アマミキヨ（アマミチュー）とシネリキヨ（シルミチュー）が住み、子ど

もをもうけたとされる「シルミチュー」と、お墓といわれている「アマミチューの墓」

浜比嘉島
神の住む島 Hamahiga spot

津堅島

浜比嘉島

平安座島

宮城島

伊計島

海中道路

シルミチュー アマミチューの墓

浜比嘉大橋

東の御嶽（シヌグ堂）

う
る
ま
の
島
々

うるまの島々の
情報はコチラ
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　与勝半島と全長4.7ｋｍの海中
道路でつながる周囲7ｋｍの島。
戦前までは交易の中継地として栄
えた、海人（うみんちゅ）のまち。平
安座島の面積を約4割占める石油
基地があり、海岸沿いには市の小
中学生が描いた約300ｍの護岸
アートが広がります。「サングヮ
チャー」とよばれる島の行事は、旧
暦３月３日～５日にかけて行われる
島の伝統行事です。

平安座島

サングヮチャー

かつての交易の地

　宮城島と真っ赤な伊計大橋で結ば
れる周囲7kmの平坦な島。伊計大
橋を渡ってすぐの伊計ビーチはきめ
細かな砂浜が広がり、透明度が高
く、海水浴やキャンプで訪れる観光
客で賑わいます。塩の干潮に関係な
く泳げるのも特徴でマリンスポーツ
も楽しめます。

　伊計ビーチは沖縄でも屈指の透明度で多く
の熱帯魚に恵まれ、潮の干満に影響を受ける
ことなく海水浴が楽しめます。大泊ビーチは
伊計島の西側にあるビーチ。100％天然の
ビーチで白い砂浜が続き、透明度も抜群。

にんじんの形をした展望台か
らは360°の大パノラマが見ら
れる絶景ポイントです。

伊計島

伊計ビーチ、大泊ビーチ

透き通ったビーチが
点在する島

　平安座島からの橋により結ばれる
周囲12ｋｍの宮城島は、かつては
「高離（タカハナリ）」とも呼ばれてい
た。標高121mからオーシャンビュー
が眺められる風光明美な島。ギネ
スブックに認定された「ぬちまーす」
の製塩工場ぬちうなーで工場見学
も出来る。

沖縄の方言で「果報（カフウ）」は「幸せ」、「バンタ」は「崖」や「岬」
という意味を持ち、「幸せ岬」とも呼ばれています。
ぬちまーす製塩工場の敷地内にある崖の上からエメラルドグ
リーンの海や珊瑚を一望することが出来ます。

宮城島

果報バンタ

風光明媚な高台の島

　勝連平敷屋港から4ｋｍほど先にある津堅島
は、平坦な土地でにんじん栽培が盛んで「キャ
ロット愛ランド」として知られています。真っ白
な砂浜と透明度の高い海では、マリンレジャー
客で賑わいます。釣り人にも人気の場所。沖
縄に三線を広めた〝赤犬子（アカインコ）〟の生
誕地であり音楽の島としても知られています。

津堅島

人参展望台

キャロット愛ランド

Ikei spot

うるま市平敷屋港から津堅港まで「高速船くが
に3」で約15分、「フェリーくがに」で約30分

津堅島へのアクセス

津堅島

浜比嘉島

平安座島

宮城島

伊計島

海中道路

Miyagi spot

Henza spot

※さんご礁のきれいな海
には、ハブクラゲ等の危
険生物がいます。十分気
をつけましょう。

Tsuken spot

う
る
ま
の
島
々
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ガイドブックにも載っていな い沖縄の隠れ人
気スポットです。沖縄本島中部最大級の鍾乳
洞と各所で見られる数万年をかけて形成され
た神秘的な鍾乳石。洞窟のシンボルとなる
非常に縁起の良い紅白の鍾乳洞は大迫力!
人気のハート型に開いた『ハートロック』も見
ることができる。

CAVE  OKINAWA

うるまで遊ぶ

　沖縄最大級のBBQ施設や飲食店などが集まる
新名所。海を一望できる絶好のロケーションで手
ぶらでBBQが楽しめる「東海岸BBQ TERU-
MA」、沖縄では珍しい「うるまひもの食堂」、うる
まの新鮮なたまごを使用した「うるたま」のほか、
地元で人気の「うるまジェラート」、「黄金茶屋」な
どスイーツも楽しめます。
また、軽食や沖縄特産品、ハンドメイド商品などを
扱うお土産屋さん「パーラー照間」や、展示会や
ワークショップ、サークル活動なども実施できる
多目的フリースペース（コンセント・フリーWi-Fi
完備！）「オープンTERUMA」などがある。

うるま新名所
「TERUMA～east coast～」 

　沖縄の森や山々の自然があり、
「やすらぎと感動の提供」がキャッチ
フレーズの自然植物園です。広大
な園内に は、多種多様な植物はも
ちろん、亜熱帯沖縄ならではのカ
ラフルなチョウや小動物がいっぱい
生息しています。沖縄の豊かな自
然がそのまま再現されており、美し
い蘭の花をテーマにした植物園、
湖水観賞舟はガイドが楽しいジャン
グルクルーズが人気です。また波
の影響も無く流れの少ない湖面を
探検できる貸しカヌーもおすすめ。

　沖縄の森や山々の自然があり、
「やすらぎと感動の提供」がキャッチ
フレーズの自然植物園です。広大
な園内に は、多種多様な植物はも
ちろん、亜熱帯沖縄ならではのカ
ラフルなチョウや小動物がいっぱい
生息しています。沖縄の豊かな自
然がそのまま再現されており、美し
い蘭の花をテーマにした植物園、
湖水観賞舟はガイドが楽しいジャン
グルクルーズが人気です。また波
の影響も無く流れの少ない湖面を
探検できる貸しカヌーもおすすめ。

ビオスの丘

う
る
ま
で
遊
ぶ

うるま市エリア別
観光情報はこちら

TERUMA～east coast～
詳細はこちら



　2000年「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に
登録された勝連城跡。頂上から見渡す360度の絶景パノラマと
城壁の曲線美は訪れた人を魅了します。国内で初となるローマ帝
国のコインが出土するなど、歴史遺産としての期待度もさらに高
まっており、県内有数の観光スポットとなっています。沖縄最古の
グスクで10代目城主、阿麻和利の居城として有名です。

世界遺産 勝連城跡
　世界遺産勝連城跡の出土品や勝連城跡を中
心とするうるま市の歴史や文化についての展示
は勿論、勝連城10代目按司、阿麻和利の物
語を躍動感のある演技で伝えるライブパフォー
マンスも楽しむことが出来ます。大人も子ども
も、楽しみながら学び体験することができ、勝
連城跡登城前のわくわく感を高めることが出来
る新感覚ミュージアムが誕生しました!

あまわりパーク
歴史文化施設

　各地域の有力な首長（按司・あじ）が居住してい 
たのが「グスク」（城）です。規模や形状はそれぞれ 
異なり、琉球王国時代を今に伝える貴重な遺跡で 
す。残念ながら多くは戦争で破壊され、一部だけ
が残されています。
　沖縄本島中部、勝連半島にある勝連城は、15
世紀の琉球王国の王権が安定していく過程で、国
王に最後まで抵抗した有力な按司、阿麻和利（あ
まわり）の居城。中国を始め、東南アジア、日本
本土との海外貿易を行い、繁栄を極めました。
　城は、四方に展望のきく比較的傾斜の急な孤
立丘を取り込んで築かれ、外敵をいち早く確認で
きることや、南側に良港を控えていることなど、
きわめて良好な立地条件を備えています。

勝連城跡の最も高い所となっているのが「一の曲 
輪」。勝連城が栄華を誇った時代には、アーチ門
が設けられていました。そこからの眺望は雄大で、
勝連地域一帯を眼下にし、北側には北部に連なる
山々を、南側には知念半島が海に広がる全景をと
らえられます。
　うるま市にはそのほかにも、大川按司の居住跡
で 円錐丘を囲んで築城さ
れた「安慶名城跡」、標高８
０ｍの高台に築城された「伊
波城跡」が残されています。
その地を訪れて、いにしえ
の時代に思いを馳せてみる
のもいいのでは？

　うるま市の中学、高校生が出演している現代版組踊「肝高の阿麻和利」。
沖縄の伝統芸能「組踊」をベースに、現代音楽とダンスを取り入れ、「阿麻和
利」の半生を描く、「沖縄版ミュージカル」。世代交代をしながら進化を続け、全
国へ肝高き心を発信しています。

勝連城最後の城主・阿麻和利の半生を描いた舞台。
舞台は、真夜中の勝連城跡。学校内では、「幻の村祭
り」なるものが噂になっていた。それを確かめるた
め、城跡に忍び込んだ子ども達。突如雷鳴の中から
現れた「肝高神」から渡された巻物には「阿麻和利
の乱」の真実が書き記されていた。阿麻和利とは、
一体どんな人物だったのか？肝高の子たちは、巻物
の内容を読み解くうちに、当時の勝連にさかのぼ
り、歴史の闇に閉ざされた英雄・阿麻和利の姿に近
づいていく…
阿麻和利は長い間、反逆者としての評価を受けて
いました。しかし近年では、「おもろさうし」に謡われ
るように、勝連に繁栄をもたらした英雄として改め
て評価されるようになりました。うるま市には「肝
高」の心を今に引き継ぎ、後世へと伝えていく子ど
も達の取組みが続けられています。それが「肝高の
阿麻和利」です。

琉球王国時代を今に伝えるグスク跡

世界遺産に登録された勝連城跡は、歴史文化とのふれあいなどを目的とし、「イベント空間」
や「ショップ、レストラン」「勝連城跡公園」が整備される予定となっています。

これからのあまわりパーク

勝連城にまつわる物語
現代版組踊「肝高の阿麻和利」

6歳未満無料／うるま市内小中学生無料

あまわりパーク料金表

勝連城跡
常設展含む

大人　※高校生以上

小人　※中学生以下

個人
団体

※20人以上

600円

480円

常設
展示室

大人
※高校生以上

４００円

２００円

個人
団体

※20人以上

400円

320円
小人

※中校生以下

あらすじ

あまわりパーク歴史文化施設
《開館時間》午前9時～午後6時　※入館は閉館30分前まで
《休 館 日》年中無休
　　　　 ※不定期にメンテナンスなどが生じた際に
　　　　　臨時休館となることもございます

安慶名城跡

ライブパフォーマンス
公演※土日祝のみ 11:００～11:30　13:００～13:30　15:００～15:30

肝高(きむたか)…沖縄最
古の歌謡集「おもろさう
し」で見られる古語で、
「心豊か」「気高い」などを
意味する。

世界遺産 
勝連城跡

世
界
遺
産 

勝
連
城
跡
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　平成19年5月に完成した『石川多
目的ドーム』は県内唯一のドーム型闘
牛場として知られており、沖縄県闘牛
組合連合会が主催する県内最大規模
の「全島闘牛大会」を含め年間約２５回
の闘牛大会が開催されています。現
在では、沖縄県内のほとんどの闘牛
大会が石川多目的ドームで開催される
ようになり、その他闘牛以外のイベン
ト会場としても使用されています。

～県内唯一のドーム型闘牛場～
石川多目的ドーム

　「ガツン」という角がぶつかり合う音、１トンを超
える巨体をぶつけ合い、必死に相手を倒そうとす
るむき出しの闘争心はとにかく迫力満点です。そ
の様子を見ているだけでも楽しめますが、闘牛特
有の技を知っているとさらに面白さが増します。
例えば、相手の頭や顔を角で突く「割り」や相手の
隙を狙い、横腹を一気に襲う「腹取り」。このよう
な技を使いながら、数分で決着がつくこともあれ
ば、３０分以上続くこともあります。最終的には、
お尻を向けて逃げた牛の負け。観客も一喜一憂し
ながらその行方を見守っています。
　また、初めて闘牛を見ると気になるのがユニー
クな牛のネーミングの数々です。「ヒーゲー」「パ
ンダ」「チンシルー」「トゥガイ」「タッチュー」など、
牛の角や色合いなどの特徴が盛り込まれ、興味を
そそられます。名前でお目当ての牛を選んでみる

のもよさそうです。
　ほとんどの闘牛場はすり鉢状になり、直径１８
メートル前後の土俵を取り囲むように客席が並ん
でいます。牛たちの白熱する闘志をぜひ一度間近
で観戦してみてください。

ビギナーにもわかる闘牛の楽しみ方・見方

　古くから大衆娯楽として親しまれてきた沖縄の闘牛。「うるま市の闘牛」は、市の無形民俗文化財に
指定され、全国で初めて「闘牛のまち」を宣言しました。沖縄観光の新しいコンテンツとして注目されています。

闘牛のまち うるま

カケ
相手の角に自分の
角を掛けてひねる

ワリ・ツキ
相手の頭や顔を角
で突く

押し
額をひたすら押し
付ける

首持たせ
相手の首に自分の首
を掛けてのしかかる

腹取り
相手の隙を狙い、横
腹を一気に襲う

闘牛の
技

↑
名
護
方
面

読
谷
方
面
↓

石川IC

●カフーリゾート
　フチャクコンド・
　ホテル

ホテル
モントレ●
ホテル
ムーン
ビーチ●

ルネッサンス
リゾート
オキナワ●

58

73

うるま市石川
多目的ドーム

うるま市石川多目的ドーム
敷地内には世界にココだけ！
ポケモンマンホール
「ポケふた」もあるよ！

うるま市石川多目的ドームMAP

闘牛情報サイト
（闘牛inOkinawa Blog）

闘牛のまち
（うるまいろ）

闘
牛
の
ま
ち 

う
る
ま

日本初！
2019年に「闘牛のまち」
を宣言しました！
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うるま市の「美味しい」が集まる、直売所「うるマルシェ」がOPEN 

うるまのうまい!

うるま市勝連は全国一のモズクの生産地です。
勝連のモズクは太くてしっかりとした歯ごたえが
あり、低カロリーでミネラルや食物繊維が豊富
な自然食品です。味噌汁・天ぷら・サラダ等い
ろいろな料理に使えます。

もずく
津堅島の「津堅にんじん」は色鮮やかで甘くてお
いしく、βカロチンやミネラルなどの栄養価も高
い優れものです。生で良し、調理して良し、デ
ザートに良し。アイディアを活かし、いろいろな
料理に挑戦してみて下さい。

津堅にんじん

旧与那城町の町長が県外で発見したイモを伊計
島へ持ち込んで栽培がはじまりました。割ったと
きに黄色く鮮やかなことから「黄金イモ」と名付け
られました。ねっとりとした食感の甘みが人気で、
デザート等の素材としても活用されています。

黄金イモ
年末年始の贈答用として定着している話題の柑
橘「あまＳＵＮ」。名前のとおり濃厚な甘みがあ
り、果汁が多いのが特徴です。贈答用だけでは
もったいない。一度、あまさ～んを味わってみ
ては？虜になること間違いなしです。

あまSUN

うるま
の逸品

レストラン「うるま市民食堂」
うるマルシェで取り扱って
いる新鮮素材を用いた産
直レストラン「うるま市民食
堂」はバリエーション豊富
なメニューが揃い、地元の
方はもちろん観光客にもお
すすめのグルメスポットで
す。

「食を通じてうるまを
元気に」がコンセプト
のうるマルシェにある
フードコート「うるまテ
ラス」。うるま市内の
人気店７店舗が並び
賑わいを見せていま
す。

フードコート「うるまテラス」

　2018年11月1日、沖縄県うるま市前原に地域の農水産物
を中心に扱う大型直売所『うるマルシェ』がオープンしました。
うるまの旬が揃う”マルシェ（市場）”です。
新鮮なうるまの農水産品直売所、地産地消の産直野菜レスト
ランや屋外フードコート、イベント開催可能なレンタル施設、
会議室なども完備。

直売所「うるマルシェ」

う
る
ま
の
う
ま
い
！

うるマルシェ
詳細
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　青年会によるエイサーが盛んに行われているう
るま市。各青年会の一大イベントになっているの
が、「うるま市エイサーまつり」です。各地に受け
継がれているエイサーは、衣装や演舞にそれぞ
れ特徴があり、見ているだけで心躍らされます。

うるま市エイサーまつり

毎年8月～9月頃（旧暦の7月）開催
時期

毎年10月第3土・日開催
時期

　旧暦５月４日のユッカヌヒーを過ぎた日曜日(６
月～７月頃)に、市内各地で豊漁を祈願した、
ハーリー大会が予定されています。沖縄、夏の
風物詩の１つ、ハーリーを是非ご覧ください。
詳しい日程はうるま市ＨＰをご確認ください。

ハーリー

ハーリー うるま市エイサーまつり
全島獅子舞
フェスティバル うるま祭り うるま市産業まつり

あやはし海中
ロードレース大会

毎年（旧暦）５月４日後の日曜日開催
時期

毎年３月第1日曜日開催
時期

うるま市産業まつり

毎年1月頃

　さまざまな伝統芸能や文化が代々継承されているうるま市はまつ
りも多彩です。年に一度の大イベントは、市民総出で盛り上がります。

うるまのイベント

　獅子舞は、悪霊をはらい、五穀豊穣をもた
らす伝統行事として、沖縄各地で受け継がれ
ています。うるま市は獅子舞ゆかりの地で、
全島獅子舞フェスティバルが毎年行われます。
同フェスティバルでは、県内各地域の選抜さ
れた獅子舞の勇壮な演舞が楽しめます。

全島獅子舞フェスティバル

開催
時期

　「磯のかおりを楽しみながら、
海中道路を走ろう！」をスロー
ガンに開催されるあやはし海中
ロードレース大会。舞台となる
のは、勝連半島と平安座島を結
ぶ全長4.7kmの海中道路。ハ
ーフマラソンとトリムマラソンの
コースがあり、子どもから大人
まで楽しめる大会です。

あやはし海中
ロードレース大会

　地域の伝統芸能やコンサートなど、バラエ
ティーに富んだプログラムが繰り広げられます。
その中でも豪華アーティストによるライブや「沖縄
に～びち余興王決定戦」は注目を集めます。また、
祭りのフィナーレには、盛大な花火が打ち上げら
れ、秋の夜空を彩ります。

うるま祭り
　自然環境、豊かな資源に恵まれたうる
ま市で、各地域自慢の海の幸や山の幸、
それらを使った加工品などが集結するイ
ベントです。祭りでは、泡盛をはじめ、各地
域自慢の海の幸や山の幸がずらりと並び
即売会も開かれるため、たくさんの市民
が訪れます。また、「全沖縄やまいも勝負
（スーブ）inうるま」や、ご当地ヒーロー
ショーや舞台芸能などステージイベント
も披露され盛り上がります。

毎年9月～10月頃（旧暦の９月）開催
時期

う
る
ま
の
イ
ベ
ン
ト

5月 ８月 10月9月 1月 3月
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うるまを満喫 ！ モデルコース
うるま市を1日かけて楽しめるモデルコースを用意しました！
あなたはどっちのコースをまわりますか?

　世界遺産勝連城跡は、歩道が整備
されていますので、ご年配の方や小
さなお子様連れの方でも大丈夫。勝
連城跡は歴史が感じられるだけでな
く、絶景スポットでもあります。歴史
と空と海をぜひ堪能してください。

世界遺産勝連城跡
うるま市に来たら絶対外せない

　浜比嘉島には、琉球開闢の祖神、アマミキヨ（アマミチュー）とシネリキヨ（シルミ
チュー）が祀られているお墓や、住んでいたと伝えられている鍾乳洞があります。子宝
にご利益があると言われ、子宝祈願に多くの方が訪れます。

アマミチュー・シルミチュー
知る人ぞ知る、うるまの最強パワースポット

　伊計島にある仲原遺跡は縄文時代の集落
跡。竪穴式住居、粘土で作られた遺構や墓
などがあり貴重なしようとなっています。
うるま市には勝連城跡以外にも史跡や城跡が
あり、それぞれ特徴があります。
違いを見つけ、歴史を紐解いていくのは史
跡めぐりの醍醐味!

仲原（なかばる）遺跡

　海の駅あやはし館の2階に、海の文化
資料館があります。海中道路誕生の物語
や、船や道具、珍しい貝や昆虫などが展
示され、大人も子供もワクワクする空間で
す。不定期で企画展も行っています。うる
ま市出身のアーティストグループ、HYの
「HeartY Museum」も併設されています。

海の文化資料館

海中道路が誕生した歴史や
昔の船を見ることができる

浜比嘉島では、古民家食堂
やカフェでランチを楽しめ
ます

浜比嘉島でランチ

　浅瀬の海だから安心、シャワー
ルームなど設備も完備されてい
るロードパーク周辺で思いっきり
遊ぼう。シーカヤックで冒険した
り、SUPで自然と一体になった
り、パラグセーリングで空中散歩
したりなど。

海中道路ロードパーク

11:00

　沖縄最大級のBBQ施設。海を見ながら子供から大人ま
で楽しめる広々とした施設です。コンセントもフリーwi-fi
も完備なのでとても便利です。お腹いっぱいになったら、
伊計島までドライブ !

TERUMA ～east coast～でBBQ

　車を走らせると、真っ赤な橋
が見えてきます。これが伊計
大橋です。透明度の高いエメ
ラルドグリーンの海は美しい！伊
計島は畑が多く、大きな建物
もないため、ドライブしていて
気持ちがいいですよ。伊計島
をくるっとまわったら、もと来
た道を戻り、浜比嘉島へ。

伊計島

　うるま市に来たら、一度は行ってほしい、果報（カフウ）バンタ。
伊計島へ向かうまでにある宮城島にある写真撮影スポットです!
株式会社ぬちまーすの塩工場で、世界初の特殊製法「常温瞬間空
中結晶製塩法」の様子を見学することもできます。

果報バンタ＆ぬちまーす

　昔ながらの製塩方法「流下式塩田」が見学
(無料）できます。濃縮した海水で塩作り体験も
おすすめ。自分で作った塩をお土産にいかが？

浜比嘉島の塩工房 高江洲製塩所

11:00

13:00

12:00

　海中道路や車で行ける離島な
ど、マリンアクティビティーを楽
しめるスポットが豊富にありま
す。友達や家族と思いっきり、
うるまの海を満喫しませんか？

うるまの海で
遊び尽くす

ロマンを感じる旅
　うるま市には、歴史を感じさせる史跡やスポットが豊富にあり
ます。先人たちが残した史跡をめぐったり、琉球開闢(かいびゃ
く)の神話を感じたりするおすすめのコースをご紹介します。

10:00

15:00

12:00

16:00

14:00

15:00

沖縄本島の東海岸に位置するうるま市は
水平線から昇る朝日が美しく輝く場所。
やわらかな光と澄み切った空気を感じながら
旅が始まるって、ちょっと特別な体験かも。
見て、触れて、感じて、ときめいて。
とっておきの時間がきっと待っているはず。

うるまで
輝く時を過ごす

09:00

モデルコース１

モデルコース2

モデル
コースは
コチラ
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「うるま市」ガイドブック
guide book

OKINAWA

Uruma City Guide book

あまわりパーク内 観光案内所
〒904-2３１１
沖縄県うるま市勝連南風原3807-2
TEL098-9７８-7３７３

(一社)うるま市観光物産協会

観光情報はコチラ
「うるまいろ」

〒904-2203
沖縄県うるま市川崎468番地
いちゅい具志川じんぶん館２階
TEL098-989-1148

【発行】沖縄県うるま市経済産業部観光振興課

【観光情報問い合わせ先】

沖縄県うるま市の魅力、

紹介します！

●沖縄北インターチェンジ
　那覇IC～沖縄北ICまでの所要時間　約25分
●石川インターチェンジ
　那覇IC～石川ICまでの所要時間　約30分

路線バス

高速道路（那覇インターチェンジ出発）

車で

う る ま 市 内 交 通 機 関

ACCESS沖縄県うるま市への

那覇空港から車で約１時間

うるマルシェ

那覇空港→那覇バスターミナル→勝連城跡前
【沖縄バス： 52番 】（与勝線[久茂地経由] 屋慶名バスターミナル行）

那覇空港→石川IC
【高速バス：111番】 （名護バスターミナル行）

→海の駅 あやはし館・各島しょ地域（伊計屋慶名線）
那覇空港→那覇バスターミナル→JA与那城前
【沖縄バス： 52番】（与勝線 [久茂地経由] 屋慶名バスターミナル行

那覇空港→那覇バスターミナル→泡瀬営業所
【東陽バス：31番】（泡瀬西線 泡瀬営業所行）

勝連城跡

石川多目的ドーム

海中道路・島しょ地域

~那覇空港から車で約一時間！~

琉球バス交通具志川営業所
〒904-2213 うるま市字田場1784
☎098-974-1145
沖縄バス屋慶名出張所
〒904-2304 うるま市与那城屋慶名467-25
☎098-978-2205
東陽バス泡瀬営業所
〒904-2235 うるま市字前原386-2
☎098-974-8080
平安座総合開発（株）島しょ地域
〒904-2426 うるま市与那城平安座8290
☎098-977-8205（巡回バス）

日興タクシー(名)
〒904-2241 うるま市字兼箇段1888-1
☎098-973-9494

石川タクシー(名)　
〒904-2205 うるま市字栄野比96
☎098-972-5406
平良川タクシー(資)
〒904-2213 うるま市字田場371-2
☎098-973-4949
勝島交通(名)
〒904-2204 うるま市字西原88-1
☎098-972-3308
水仙タクシー(資)
〒904-2245 うるま市字赤道763-45
☎098-974-4567
あづまタクシー(名)
〒904-2312 うるま市勝連平安名1611
☎098-978-2126
美星タクシー(資)
〒904-2304 うるま市与那城屋慶名2102-1
☎098-978-2535

介護旅行うるまファミリー
沖縄県うるま市安慶名2丁目20番19号
☎098-923-3708

平敷屋港（（有）神谷観光）
〒904-2314 うるま市勝連平敷屋3784-21
☎098-978-1100
津堅港（（有）神谷観光）
☎098-978-0702

バス 介護タクシー

船

タクシー

令和５年２月発行

乗換案内


