
ルール・マナーを守って、
互いに気持ちのいい旅の思い出を。

お問い合わせ先

すぐそこには大自然が広がっています

すぐそこでは住民が暮らしています

国頭村

国頭村では、地域住民の暮らしや慣習とともに、「やんばる
の森」から海まで続く豊かな自然が、長い歴史の中で育まれてき
ました。将来にわたって地域の魅力を残していくため、みんな
で出来るコトを積み重ねることがとても大切です。以下に代表
する観光時のルール・マナーを守り、持続可能な地域活性化へ
のご理解とご協力をお願いします。

● 国頭村観光協会

����-��-����

やんばる�村
ルールブック
使えるマップあり！

����.��発行

●     ストップ、ロードキル！
　　心も車もゆっくりと、生き物に優しい運転をする
● 自然の中では自己責任のもと安全な行動をする
● 自然の中に入る前にトイレは済ませる
● 道を外れて入らない
●     火（特に直火）は使わない

●     ごみは残さずに帰る
● 生き物を傷つけない、 脅かさない
● 生き物をとらない、持ち込まない！
● 希少な生き物の居場所をむやみに情報発信しない
● むやみに強い光を発したり懐中電灯で生き物を照らさない
● 自然を体験できる場所ごとに定められたルールを守る
● 法律や条例で厳しく規制されている場所の利用を控える

● 集落周辺は特に速度を落とす
●「お邪魔します」の気持ちで、迷惑行為はしない
●     拝所（うがんじょ）など、神聖な場所には敬意を払う
● 大きな音を出さない
● 民家の立ち入りや覗き見はしない
● 舗装されていない場所にむやみに乗り入れない
● 住民や交通の迷惑にならない場所に停車する
● 集落内では懐中電灯をむやみに照らさない

★海浜の地中も希少な生き物の繁殖に欠かせない場所であることを忘れない

あわせて、やんばる�村世界自然遺産推進協議会が
発行する「やんばる３村ルールブック」を確認してください。

沖縄島最北端に残された奇跡

The Natural

KUNIGAMI

国頭村

Enjoy lots of Nostalgy and

Biodiversity in YAMBARU

Truth of OKINAWA island""
本当なら見えていた沖縄本島の景色がある
　　ここはまさに『大自然の玉手箱』
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最北端には、石灰岩に特有のカルスト地形・海食崖を誇る辺

戸岬。悠久の時代から生活に不可欠な木材を生み出し、戦後

復興にも大いに貢献しながらも、世界的に珍しいほどに希

少・固有の生き物がひしめくように暮らす「やんばるの森」。東

西で全く違った姿を見せ、ウミガメの最北の産卵地とされる、

広大で美しすぎる海。人の暮らしと豊かな自然が見せる多彩

な表情を五感でお楽しみ下さい。

森・里・川・海の繋がりと色彩

The Natural KUNIGAMI
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奇跡の森には、力強い人々とやんばる特有の生き物たちが育む物語がたくさんあります。
その物語は、よく目を向け、耳を傾け、五感を研ぎ澄まさないと、気付くことはできません。
国頭村では、そんな“気付き”をくれる語り部であるエコツアーガイドを、国頭村公認
ガイド利用推進条例に基づき認証しています。

多様でユニークな生き物たち

奇跡の森の動植物たち

やんばる３村の面積は、日本全体の�.�％程度。このわず
かな面積に、日本全体で確認されている生物のうち驚くほ
ど多くの生き物たちが、複雑で壊れやすい生態系を作りあ
げています。さらに、大陸から切り離された琉球列島の誕
生と独自の生き物の進化によって、有名なヤンバルクイナ
をはじめ、オキナワトゲネズミなどの世界にここだけにし
かいない固有種や希少種がたくさん暮らしています。その
多くは、文化財保護法や種の保存法、県の希少野生動植物
保護条例などに基づき保護されています。

国頭村ではエコツーリズムを推進しています!

「やんばる（山原）」とは、「山々が連なり森の広がる地域」を意味する言葉。特に、
やんばる３村（国頭・大宜味・東村）を中心とする一帯には、唯一無二の生き物たち
が数多く暮らす森の大自然が残っている。

人々の営みと歴史・文化

先 人 達は、生活に欠か せない木 材を生み出す森ととも
に、畑を耕したり漁をしたりと、知恵をしぼりながら暮ら
してきました。自然の恵みに感謝し、畏敬の念を抱く中
で、「シヌグ」や「ウンジャミ」など、 集落から邪気を払い
豊作 や豊漁を祈願する多くの 行事は、今もなお一 部の
集落で残っています。森の中 には、薪炭や琉球藍づくり
など生業の名残も見ることができます。

村内には、先 人 達の暮らし、生物多様 性豊かな自然環 境、
その保全の取組みについて学べる展示施設があります。

安田のシヌグ 与那のウンジャミ

ヤンバルクイナ リュウキュウヤマガメ

ノグチゲラ

オキナワイシカワガエル

ヤンバルテナガコガネ オキナワセッコク

国内最大級の亜熱帯照葉樹林
世界的には乾燥しやすい北緯��度付近に位置しているが
ブロッコリーのように見えるイタジイの森やヒカゲヘゴや
シダなど亜熱帯らしい多種多様な植物が茂り、その河口
にはマングローブ林が広がっています。まるで恐竜時代
へタイムスリップしたようなダイナミックな自然の息吹を
感じることができます。「やんばるの森」を中心とした重
要な 地 域 は、平成��年�月��日に「やん ばる国立公 園」
に指定されました。

あだ よな

 「国頭村公認ガイド」の�つの宣言

まずは行ってみよう！

ガイドの
皆さん

世界に誇る奇跡の「やんばるの森」って?

奥集落の入り口に位置し、森と
共生してきた人々の暮らし・文化
を学べる資料館。奥川のせせら
ぎと伝統的民家風様式の宿泊施
設を楽しめる。

奥ヤンバルの里
（奥民具資料館）

 ����-��-����
（月曜定休※要問合せ）

やんばるの自然の魅力を五感で
学んで楽しめる環境省施設。生
き物のはく製や、鳴き声・動きを
知れる動画など工夫のある展示
が人気。見学無料。

やんばる野生生物
保護センター

ウフギー自然館

 ����-��-����
（月曜・祝祭日定休）

暮らし 自 然

まずは行ってみよう！

� 安全・安心なツアーを提供します！
最高峰・与那覇岳で標高���mなんて、たかが知れていると思われがちですが、ここは亜熱帯の森です。
ハブ、ハチ、触ると肌が荒れる動植物なども沢山暮らし、間違って入りそうになる迷い道もあり、赤土だら
けで滑りやすい、危険の多いジャングルであることを忘れないでください。

� みなさんに地域のあらゆる魅力を伝えます！
ここには、力強い人々とやんばる特有の生き物たちが育んできた物語がたくさんあります。その物語は、
よく目を向け、耳を傾け、五感を研ぎ澄まさないと、簡単に気付くことはできません。そんな”気付き”を
くれるガイドと、忘れられないディープな探検に出かけませんか？

� 自然にやさしく、地域に根ざしたガイドです！
ここだけの奇跡の自然と地域を守り、これからも多くの人に魅力を発信し、次世代に残していけるよう、
色々な貢献活動に積極的に取り組むガイドです。ガイドツアーに参加して、学んで、一緒に宝のリレーを
繋いでいきましょう。

地域をよく知るガイドと安全で忘れられない体験へ出発!
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国頭村が世界に誇る大自然を舞台に、味わったことのない
ディープな沖縄体験が待っています。

「やんばるの森」のほとんどを占める国頭村。悠久の時代から生活に不可欠な木材をは
じめ、大自然で育まれた農林水産業が豊かで、共同店や遺構も多く、飼育下のヤンバル
クイナを見て学べる施設があるのはココだけ！シークヮーサーと喜如嘉の芭蕉布で知ら
れる大宜見村、マングローブ林が広がりパインアップルで有名な東村とともに、やんばる
�村で世界自然遺産登録だ！

東村

名護市

サンライズひがし

川田のサキシマスオウノキ

��

��

��

���

���

��

�
�

��

��

��
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茅打バンタ 辺戸蔡温松並木保全公園

奥ヤンバルの里

大石林山

やんばるの森
ビジターセンター

安波ダム湖畔公園

普久川ダム湖畔公園

辺野喜ダム湖畔公園

比地大滝（キャンプ場）

国頭村森林公園
（森のおもちゃ美術館）

芭蕉布会館

やんばる野生生物保護センター
ウフギー自然館

国頭村役場

安波のサキシマスオウノキ
あは

安波ヒラバンタ公園

ヤンバルクイナ
生態展示学習施設

（くいなパークゴルフ場）

道の駅
ゆいゆい国頭

辺戸岬

辺戸岬観光案内所
HEAD LINE

宇佐浜遺跡

ヤンバルクイナ展望台

沖 縄 本 島
広域 MAP

拡大範囲

那覇
空港

那覇 IC

許田IC

大宜味村

東村

国頭村

A

A

道の駅ゆいゆい国頭

A

辺戸岬観光案内所 HEAD LINE

ロードキル
多発エリア

与那覇岳

やんばる
学びの森

那覇
空港 約���分

那覇空港から車での所要時間

BA 約��分

へど

うざばま

さいおんかやうち

義本王の墓
ぎほん

ばしょうふ

大宜味村

アイコンの説明 景色を楽しめる施設　一般利用可の食堂等がある施設

North

West 

East

伊部岳

ター滝

KUNIGAMI
NATURE MAP

※ヤンバルクイナは早朝と夕方、

夜 行 性のケナガネズミやリュウ

キュウヤマガメは夜間に ロード

キルが起きています。

やさしい運転をしましょう!
ロードキルが発生しています!!

国頭村

慶佐次湾マングローブ域

B

B

●比地大滝
本島最大級の落差��.�mを誇る滝で、片
道約�.�km（約��分）の木道・遊歩道・吊
り橋を通って目指します。入り口や滝ま
での途中には、川遊びを楽しめたり、沢
を歩くコースもあったり。その間、集落か
ら程近いにも関わらず、ヒカゲヘゴやイ
ルカンダなど亜熱帯特有の植物や、季節
によってノグチゲラやホントウアカヒゲ
などを観察できるので、地域に詳しいガ
イドと身近な自然を大満喫して下さい！

ひじおおたき

沖縄本島最高峰の標高���mを誇る山で、やんばる
国立公園の核心部への入り口。一歩足を踏み入れる
と、亜熱帯の森の深さや固有・希少な動植物の魅力を
感じることができます。あまり展望は臨めませんが、
道はゆるやかで、途中までは『森林セラピーロード』と
して安らぎと癒しを与えるコースとなっています。た
だし、植生保護のため、国立公園や鳥獣保護区の特
別保護地区である通称９合目より先は立入規制に協
力下さい。また、コースから外れた道での遭難や、ハ
ブやハチなどの危険な生物との遭遇が発生するため、
地域をよく知るガイドと安全で魅力的な旅を！

●与那覇岳
バイオ
トイレよなはだけ

やんばるの森のまさに玄関口の公園には、
イタジイやシイ、タブノキなどの木々に囲ま
れた遊歩道が整備され、野鳥のさえずりや
四季折々の植物を楽しみながら多彩なコース
を選べます。ガイドと一 緒に森の香りを深
く味わいませんか？その他、小さな子供も遊
べる「やんばる森のおもちゃ美術館」、展望
台、渡り鳥が飛来する湖と浮き桟橋、星空の
観察にも最適な芝生広場などもあります。

●国頭村森林公園

まさに「やんばるの森」の入り口。すでに生き物の宝庫に入っていたなんて!

West 

［アイコンの説明］ トイレ 駐車場 キャンプ場 宿泊施設（バンガロー含む）



� �

神秘的なカルスト台地にそびえる岩山が圧倒的で、
巨大なガジュマルや熱帯植物を見ながらトレッキン
グが楽しめる。バリアフリーコースもあり。

●大石林山
だいせきりんざん

����-��-����

●茅打バンタ
かやうち

海抜約��mの切り立った断崖から、東シナ海を望む景勝
地。夕日は絶景。束ねた茅を崖から投げ込むと、強風でバ
ラバラになったのが名の由来。

［アイコンの説明］ トイレ 駐車場 キャンプ場 宿泊施設（バンガロー含む）

Nor th

●義本王の墓
ぎほんおう

村指定文化財。琉球初めての歴史書
とされる『中山世鑑』に記される、義
本王のものとされる墓。仏教の影響
を受けたとされる家型の作りが特徴。

●宇佐浜遺跡

辺戸岬に連なる断崖上にある沖縄貝
塚時代中期の遺跡。遺構や土器が出
土した国指定の史跡で、先人たちが
ここでどんな暮らしをしていたか想像
を膨らませてください。

●辺戸蔡温松並木
　保全公園

へどさいおんまつ

琉球王府時代に土木を中心に才能
を発 揮した蔡温 が植えたとされる
リュウキュウマツに囲まれた散 策
路。松並木でも、実は沢山の生き物
が姿を現してくれる。

やんばる地域の東側に位置する、やんばる国
立公園の核心部への入り口。沖縄県の名木で
あるオキナワウラジロガシの大木を目指して、
亜熱帯の森を歩いていきます。起伏が多く、
土壌浸食により赤土が露出した滑りやすい道
が続くので、是非ともガイドと一緒に、安全で、
自然環境に優しく、この奥深さを堪能して下
さい。また、大木の根踏みによる衰弱、道迷い
による遭難が発生しているので、大木周辺と
その先の立入規制にご協力ください。

●伊部岳

●安波のサキシマスオウノキ

いぶだけ

West 

県 指 定 天 然 記 念 物。曲 がりく
ねった板のような根が特徴。北
限近くのため板根はあまり発達
していないが、推定樹齢���年。
サガリバナのじゅうたんも。

あ　は

●ヤンバルクイナ生態展示学習施設

����-��-����（水曜定休）

����-��-����

日本で唯一、ヤンバルクイナが
元気に暮らす姿を間近で見られ
る施設。クイナの生態から地元
の 保 護 活 動まで、スタッフ が
色々と教えてくれる。

やんばるの森のど真ん中で、泊まって、自然体
験できる唯一の施設。森の中のお風呂やキャン
プ場、アスレチック広場もあり、大人から子ど
もまで楽しむことができます。「３種類のコース」
があり、経験豊かな学びの森のガイドが「楽し
む・学べる」プログラムやナイトハイクなど様々
なツアーを用意しています。カフェラウンジか
ら眺める朝焼け夕焼け、満天の星空は息をのむ
ほどの美しさです。

●やんばる学びの森

奥深い「やんばるの森」へようこそ。北へ進む  か東に渡るか…心も車もゆっくりで行こう！

ナイトツアーも人気!

●辺戸岬
言わずと知れた、本島最北端の岬。沖縄の祖国復帰記念
と、その願いを込めた与論島との友好を象徴する 場所で
す。晴れると水平線上には与論島や沖永良部島、眼下に
は、ひきこまれそうなサンゴブルーと太平 洋・東シナ海の
ダイナミックな荒い波しぶき。視線を上げると、あれ?大
きなヤンバルクイナが??
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沖縄島最北端のサンゴ礁は、やんばる

の森・川・海の生物の多様性を育む「命

のゆりかご」であり、 世界の海のわずか

�.�%程度しか残っていない繊細な宝で

す。世界的な珊瑚白化で壊滅して��年

余。 熱帯魚たちの姿も消えた瓦礫の海

から、 自力で蘇えったサンゴ礁は、見事

なまでに美しい！ 私たちの暮らす地球

の宝、みんなで大切に見

守りたいですね。

昔と今、ほとんど 変わらないのは 海、そびえる崖、森の緑、
空が織りなす彩り豊かな風景かも知れない。 地元が大切に
してきた、このままの姿を、これからも。

ドライブしたり、散歩したり眺めたり、楽しみ方は自由自在。

そのほか、シュノーケリング、スキューバダイビング、シーカ

ヤックなど、安全で大満足のガイドツアーもあります。安田

の美しい海を臨む漁港で定置網体験やその網の中や周りでの

シュノーケリングまでできちゃいます！

沖縄の海や川には、危険がいっぱい！サンゴ礁のまわりも何が隠れているかわかりません。
クラゲネットが設置されている海水浴場は、村内でオクマビーチだけです。事前に天気や危
険な生き物・感染症をしっかり調べ、離岸流や強い日差しにも気を付けましょう。（沖縄県 

保健医療部 衛生環境研究所のHPをご覧ください）また、ウミガメの上陸・産卵・ふ化の北限とも言われ
ているほど貴重な場 所なので、海も砂 浜も大 切にしましょう。原 則、海浜の
多くで、海岸法により土石の採 取が規制され、やん
ばる国立公園・沖縄海岸国定公園として自然公園法
により土地の形状変更も禁止されています。その他
の砂浜や周辺には個人の土地も多いので、許可なく
立ち入らないでください。

国頭村森林公園、比地大滝、やんばる学びの森。泊まった人が

味わえる贅沢な時間はいかがですか? もちろん、大自然を探検し

ながら空を見上げるナイトツアーや森林公園の天文台を楽しめ

るツアーも提供されています!

生き物を脅かさない・傷つけない・とらない

砂やサンゴ・サンゴのカケラを持ち帰らない

舗装されていない砂浜には車両を乗り入れない

整 備され た 駐 車 場 以 外 に 車 両 を 停 め ない

たき火をしない

注 意
事 項

夜は、村民や生き物(昼行性)がホッとしたり寝たりする時間です。 ●大き
な音・声を出さない、民家や生き物を懐中電灯でむやみに照らさない。 
●ハブなど夜行性の危険な生き物がいること・天候が変わりやすいこと

を理解し、自己管理の上で安全 な行動を。 ●夜間は特に視界が悪くなるため、生き
物の交通事故(ロードキル)に十分に気を付けた運転を。

注 意
事 項

国頭村の緑深い場所にあるダム湖。
星座台、北極星が観察出来るモニュ
メント、精密日時計などが設置され
た星空広場があります。

辺野喜ダム湖畔公園

国頭村の星空スポット紹介

茅打バンタ辺戸岬
まだまだ星空スポットがいっぱい！

国頭村のすごさは森だけじゃない! 
海の青深さ・鮮やかさも感動モノ!

ほとんど全ての星座を見ることができ、日本一美しい
と称される沖縄の星空。 本土では見られない、一番小
さい星座「南十字星」も、くっきりと姿をあらわす。 �年
中きれいに見える「てぃんがーら(天の川)」が夜空を横
切るそばで、夏の大三角(織姫と彦星)や 冬のオリオン
座をはじめ、無数の星が宝石のようにきらめく。 ぜひ、
世界に誇る奇跡の森と海に囲まれる最北端・国頭村だ
けの、五感を震わす真っ暗なエンターテイメントに身
をゆだね、賑やかな空間をしっかり胸に焼きつけてく
ださい。

朝・昼・夕と味わい深い空から、スターとくにがみ

�

ガイドさんからの
メッセージ




