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ヒアリング調査について 

 本調査ではアンケート調査の結果等を補足・補完するため、ヒアリング調査を実施している。ヒアリング調査
については定点事業者から業種別に代表性、地域性を考慮し、抽出・実施する。 
 ヒアリング調査を実施する際、下記の5点を中心に話題を展開する。ヒアリング調査の結果を現状、課題に振
り分けて記載する。 

4章 ヒアリング調査 

(1)観光客の動向・・・・・事業者からみた観光客の動向について聴取 

(2)観光客への対応・・・・事業者の観光客への対応について聴取 

(3)社内状況・・・・・・・観光客受入にあたり事業者の社内での問題や取組等を聴取 

(4)その他・・・・・・・・上記(1)～(3)以外に該当することがあれば記載 

(5)提案、提言・・・・・・現状や課題について提案または提言できることを聴取 

(1)観光客の動向 
(3)社内状況 

観光客 事業者 

(2)観光客対応 

 観光客の動向、観光客対応、社内状況それぞれに課題がないか確認し、課題があれば詳細をヒアリング。 

 ヒアリング調査イメージ 

(5)提案、提言 

(4)その他 
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項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・外国人客は1割弱。新石垣空港開港時は多かったが、月7～8%の割合で利
用されている。全体の稼働率は9割。 
・外国人観光客は台湾、韓国、アメリカ、西欧のお客様。言葉で困る。英語
の対応が不可のときガイドさんが対応。 
・島内のパンフレット（英語対応）が少ない。中国語はない。ネットでも石
垣の情報が多言語化されていない。 
・国内客はゆっくりする人は別にして遊ぶところが無い。雨の日に鍾乳洞を
教えてもバスで1時間1本のため利便性がよくない。 
・タクシーは高い。LCCで来てもタクシー運賃や離島周遊のための船賃で高
くついてしまう。冬に来島し沖縄のイメージとそぐわず不満を持つ国内客も
いる。 
・クルーズ船客はタクシーで大型ショッピングセンターに行く。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・外国人観光客から和室希望で予約が入るが、布団が合わず洋室へのルーム
チェンジを希望される。当日では変更できずクレームになることが多い。 
・外国語対応が難しい。 
・中国客の大声、ポイ捨てが目に余る。ピロティでタバコを足でもみ消す。 
・県産品の仕入れ値段が高い。コスト見合わない。県産品の割合は1，2割
程度。可能であれば地元の食材を提供したい。 

社内状況 

(現状) 
・社員教育をする機会が無い。人員不足のため。本社から１，２名来ている
がさらに2名来てほしい。人手不足のため追加シフトで回している。 
・外国語に限らずマニュアル化した接客対応をできるようにしたい。教え方
が統一されておらず、OJTがほとんどになる。 
・平準化対策はしていない。12月1月に落ち着くが残りは稼働率9割。ただ
しサービスが充分に行き届いているか不安。ネット予約販売で他社の値段を
確認して調整することもある。オーバーすると他館する。 
・他業種との連携は紹介程度。 
・OTAと契約しているが、問い合わせは対応できずに放置している。 
 
(課題) 
・募集に対して応募がない。全国版に出しても来ない。内定しても就業が半
年から1年先になり、途中で辞退されることもある。島外社員向けに部屋を
3室用意しており、1室は新人、2室は本社社員用。 

その他 

・湿気が多く壁紙にカビが入る。除湿機かけてもうまくいかない。 
・翻訳アプリがあれば助かる。 
・島内観光客は増えたが、入れ墨・タトゥーや横柄な客層が増えたように思
う。 

提案、提言 

・交通の便に関すること。空港線のバスは15分おきに来るが、観光地には
あまりこない。離島船は往復３０００円でオプション入れると1万円と高額
になり、格安航空の運賃と変わらない。また欠航が多い。バスや船の運航に
対して補助をしてほしい。 

A社 
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B社 

項目 結果 

観光客の動向 
(現状) 
・国内客が中心で、外国人客に団体は少なく、FITが中心。中国人や韓国人
がいる。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・外国人客はマナーに問題はない。今後夏ダイヤで団体が増えてくるかもし
れず、マナーの問題が懸念される。 
・宮古牛の水準が統一されておらず、品質面で問題がある。屠殺場が今まで
なかったため那覇まで持って行っていたが、宮古にできる話があり今後変わ
るかもしれない。 
・野菜がとてもおいしいので、もっとPRしていきたい。 
・もっと県産品を使いたい。若い農家が優秀でその農家との直接契約できれ
ばよいと思う。 

社内状況 

(現状) 
・清掃が深刻な状況。清掃に関しては委託して外注しているが人がいない。
市街地から離れているのでレストランの利用率が高いが、厨房スタッフが集
まらない。食事は営業形態を変えて対応している。単品ではなくセットメニ
ューにして対応している。清掃はレストランのように営業形態を変えられな
いので困っている。 
・ビーチ、プールの監視員も不足しており、子供が増えると事故の危険性が
高まる。 
・12月、１月、2月、3月の稼働率が上がり収益も上がってよいが、人が不
足。稼働率があがって人も不足。これらの時期は団体だけでなくFITも増え
ている。メディアで伊良部大橋の露出があり、そのために人が増えているの
だろう。 
・この冬の時期はゴルフをする人が増えている。2月の平日でもいっぱいで
ある。ショートコースでも観光客が増えている。韓国の2月チャーターが終
わった後でも変わらない。 

その他 

・光回線を宿泊客用に引いた。宮古全体でも早期に実現を希望する。 
・高級なお菓子がない。3000円から5000円で買えるお菓子がもっと充実し
たらよい。空港で並んでいるお菓子と同じではまずい。そうではなくてデパ
地下にあるような商品が必要。 

提案、提言 

・人手不足は労働者の労働環境を良くすることで改善を図ってはどうか。 
・観光協会と行う国内キャラバンに対して補助が欲しい。海外セールスコー
ルと同様に国内セールスコールをすべき。 
・観光協会の人材育成をしてほしい。 
・観光協会の情報についてOCVBで統一フォームをつくり、各観光協会がそ
のフォームに情報を掲載してはどうか。 
・OCVBの体制は嘱託職員の任期が5年と短く、入れ替わりが激しい。せっ
かく築いた関係がもったいない。正職員の数を増やしてほしい。 
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C社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・全体的に比較的伸びている。国内客は横ばい。冬場は避寒、キャンプ、ス
ポーツ関係、高校、大学の合宿がある。 
・外国人客が増えている要因はアジア系のお客様。インバウンド専門の代理
店からの中国人客が増えている。タイ・マレーシアなどの東南アジア系はま
だ少ない。国際通りが近く価格もリーズナブルなため利用してもらっている
のだろう。 
・県内客の利用も多い。本島における大会に出場するため離島の方や北部の
方が利用する。大会に出場する離島の学校はリピーターになっていて先生か
ら直接予約があり、学生の無料送迎を行っているのが好評。 
・エージェントとの関係を非常に大切にしている。 
・クルーズ船客に関しては特に取り組みもなく今後の予定もない。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・観光客に対する対応で、特にマナーで問題を感じていない。逆にマナーの
勉強をしているのかなと思うぐらいマナーが良くなっている。ただし時間に
ルーズなところがあり、朝食の時間に遅れることがある。添乗員から指導さ
れているのかもしれない。 
・部屋も乱雑ではない。 
・お客様との対応は自然体であることが良い。適度なコミュニケーションで
ボディーランゲージを交えることが重要。 
・ムスリムの取り組みはしていない。 
・スタッフは30代半ば以上で社会経験もあり、お客様が安心しているので
はないか。 
・県産品利用は多くないが、価格と供給の面から選んでいる。レストランで
は夜は予約制で団体向けの商品を提供している。メニューには沖縄料理を取
り入れるよう取り組んでいる。豚肉、魚類、野菜等は使っている。 

社内状況 

(現状) 
・雇用について他社に比べて良い方。欠員はなく足りている。 
・定着率が高い。料飲は入れ替わりがある。なるべく正社員化する。 
・65歳定年でも70歳まで雇う。ホテルは若い人だけではいけない。あらゆ
る年齢層で落ち着ける雰囲気を作る。高卒中卒でも雇う。学歴ではなく本人
のやる気が大事と考える。元気な高齢者の活用を考えている。また沖縄のオ
バァをコンシェルジュや給仕として雇い、沖縄の雰囲気をつくりたいと考え
ている。修学旅行でスタッフが不足したときに近所のオバァにご飯をよそっ
てもらったことがあり、好評だった。 
・中国客が入るおかげで平準化できている。ネットで料金を調整し平準化し
ている。 
・料飲の活性化、経営改革、レベニューマネジメントを去年から実施してい
る。 
・中小規模ホテルとは仲良くやっている。競合しているが連携は取れている。
新規のホテルや外資のホテルとはコミュニケーションがとれていない。 

その他 ・Wi-Fiはロビーにあるが、客室に入っていないことが課題である。 

提案、提言 
・ディズニーやUSJに頼らない沖縄の良さ(人情、伝統、沖縄を大事にする
気持ち)を育むことが大事である。 
・平和な世の中であってほしい。 
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D社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・国内客は4～6月は修学旅行が主になる。修学旅行は7、8月だけなく、そ
れらの月以外は年中ある。7、8月は家族旅行、9月は値段が安くなるので学
生、10月から個人や団体、2月には以前プロ野球球団が泊まっていたが今は
記者やサッカーのキャンプ、3月は学生の卒業旅行という流れになっており、
国内客は増えている。 
・外国人客は中国、韓国、台湾などのアジアの観光客が増えている。 
・リピーターにはホテルの機関紙、カレンダーを希望者に送付している。リ
ピーターが泊まるときは事前にわかるので客室の冷蔵庫にフルーツを入れて
いる。 
 
(課題) 
・あきさせないサービスを考える必要がある。料金の割引をリピートの回数
に応じて5回、10回などと安くしていきたい。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・フロントに中国人スタッフがいる。英語が話せるスタッフも何人かいる。 
・中国人客のマナーが悪い。予約席に堂々と座る。説明してもどかない。席
を散らかしていく。そのような風習があると聞いている。事前の周知をして
いないし、客室に注意書きをおいていない。 
・レストランのアンケートに声が大きい、席を変えてほしいという要望が書
かれていた。ホテルに来る前に中国でマナーを伝えてほしい。 
・県産品を使いたいが仕入れ値が高く、県産品にこだわらず沖縄料理として
提供している。 
 
(課題) 
・人材派遣の外注(リレーションシップ)でキルギス人を雇うつもりだったが、
現場に立たせると日本人の観光客が中心で日本語での対応が不十分で雇うま
でに至らなかった。外国語のできる沖縄の人を採用したい。 

社内状況 

(現状) 
・ホテル全体的に不足しているが清掃が特に不足している。14時までのチ
ェックインに間に合っていない。不足の原因として他の競合ホテルに流れて
いるのかもしれない。 
・以前は朝食券を西海岸の近隣のホテルで使用できるようにしていたが、今
はない。夏場オーバーした日は他館することがある。外資系ホテルが増えた
ことで以前からあった他のホテルとの総務会という懇親会がなくなった。こ
の総務会ではクレームや従業員の給与などの情報を共有していたのである程
度合わせることができた。レクリエーション、野球、バスケットボール大会
などの交流があった。 
 
(課題) 
・人手不足によって人材確保に時間がかかり、去年、一昨年はできたがスタ
ッフ教育に時間が取れなくなってきている。 

その他 ・人材支援が必要だ。 

提案、提言 

・リゾート観光ホテルを華やかな印象にしていく。24時間シフトや土日休
みでないといったイメージを良くしてほしい。 
・OCVBで人材養成所をつくってはどうか。 
・一番の課題は人材不足。給与が安いからか、キツイからか若い人が辞める。
ホテルの魅力、観光の魅力を伝えていく必要がある。働きやすい職場作りを
する必要がある。 
・耐震診断が終わり、改修費用がかかる。 
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E社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・国内客は4～11月までよかったが、12～1月は年末年始の日並びがよくなかった。売上げを
落としたが集客はよかった。2月はスポーツキャンプ、プロスポーツの野球、サッカー、ラグビ
ー、アマチュアも入り売上よかった。離島人気があり本島のリゾートはよくない。航空機機材
の縮小に伴い団体客から個人旅行者に変化し、苦戦している。 
・外国人客は海外のWebサイトやエージェントを使っている。自社のホームページで集められ
るとよいが、航空会社、旅行代理店のバランスが大事だと考える。4割がWeb、6割が旅行代理
店を占める。 
・リピーターが弱い。ホテルの会員はいるが、あまり多くはない。ダイレクトメールやメール
マガジンを出すことはあるが、個人情報の関係で勝手に送れない。海外のお客様には送ってい
ない。 
・クルーズにバスを使用され困っている。宿泊を伴う団体客が逃げている。特に12～1月がと
れない。バスはあっても運転手がいないという話も聞く。宴会場があるのでバスがある方がよ
い。 
 
(課題) 
・MICE系の団体が、ホテルは空いてるのにバスが取れないと聞いている。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・東南アジア、北京語スタッフがいる。英語も数人話せる。韓国人は英語で何とか対応してい
る。台湾、香港は問題ない。 
・団体客であれば旅行代理店経由でガイドさんに大浴場の使い方、トイレットペーパーを流せ
ることを周知している。台湾、香港はほぼ問題ないと考える。FITに対してはマナー周知ができ
ておらず、課題になっている。 
・国内客は県産品を求めている。海外客は寿司、てんぷら、和牛で、沖縄料理は求めていない。
海外の団体客はマグロ解体、ラーメン寿司、てんぷら、蟹、日本料理を求める。日本酒は求め
ない。数年前の産地偽装問題があり、県産品とはあまりうたわないようにしている。 

社内状況 

(現状) 
・人材がかなり不足している。新入社員7名に対して3名採用した。最初は契約社員からはじめ
て数年後に正規社員にする。待遇面はいいと自負しているが、正規社員ではないので躊躇して
いる人もいるようだ。 
・調理部門の人材が不足している。資格を持っていても調理師目指さない。また調理師を目指
す人も減っている。清掃や食器洗いは外部に委託している。まわりのホテルが賃金を上げて、
そこに流れているのかもしれない。 
・今後は県外での募集を検討している。 
・社員教育は新入社員に対して不足している。4月に入社して6日間県外で研修する。あとは
OJTになる。1か月ほど各セクションを経験する。人手不足のため集合研修ができていない。 
・繁閑期は料金バランスを考えながらやっている。ホテルの館内で季節に応じてイベントをし
ている。旅行会社と一緒に商品をつくっている。 

その他   

提案、提言 

(現状) 
・修学旅行は中学、高校生のときに来た人がリピーターにつながることがあるので大事だと思
う。平成29、30年の修学旅行は関西地区で減少するという話を聞いている。大阪では引率する
教師の旅費のねん出に財政が対応できず、京都では修学旅行にかかる費用8万円の60%を交通
費が超えてはいけないという条例のためらしい。関西地区は中国、四国、九州に流れるのでは
ないか。修学旅行生のリピーターは看過できない。 
・沖縄は他県とくらべてセールスがうまくいっていない。官民一緒になって売り込んでほしい。
沖縄のニーズがあるので民泊と一緒に誘致してほしい。 
・台湾の高雄餐旅大学(たかおさんりょだいがく)の学生を7～6月までインターンシップで受け
入れている。6名の枠に対して18名応募があった。今後、海外の学校からインターンシップの
門戸を広げてほしい。海外で働きたいという学生がいても申請が下りるまで時間がかかり、申
請が下りても働けないということがある。 
・インターンシップに限らず外国人従業員を増やしていこうと考えている。 
・音楽イベントの効果が大きい。閑散期にやってほしい。東京ドームで行っているイベントを
セルラースタジアムでも行えたらよいと思う。開閉式の屋根をあとからでもつけてはどうか。
全天候に対応できれば年中イベントの開催が可能になる。イベントが年中あれば誘客の材料に
なる。 
・最大の課題は人材不足。3Kイメージがついている。営業面ではバス問題がある。バスはあっ
ても運転手が不足する。 
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F社 

項目 結果 

観光客の動向 
(現状) 
リピーターが50%以上。国内客、海外客にもリピーターがいる。 

観光客に対する対応 
(現状) 
・工芸品に県産品がある。 

社内状況 

(現状) 
・雇用は間に合っている。 
・外国語は翻訳アプリで対応。 
・同業他社とは仲が良い。客室がいっぱいのときは周りに融通することもあ
る。シーツの貸し借りすることもある。スタッフの貸し借りはなし。やり方
が違うためなし。 
・民宿の情報が口コミによって誤解されることがある。2か月に一回くらい
の割合。 
・平準化は恒例イベントがあるためうまくいっている。 
・広告宣伝なしだが、海外の雑誌に気づかないうちに取り上げられているこ
とがある。 

その他 

(現状) 
・インターネットがADSL回線で最近遅くなっていると感じる。座間味フリ
ーWi-Fiはあるが、不便なため使っていない。早く光回線を施設してほしい。 
・支援情報について利用したことが無いが情報は入ってくる。必要でないか
ら使っていない。手続きが面倒。手続きの簡素化を希望。 
・島でのイベントは役場や協会、商工会からのメールやアナウンス、掲示が
ある。 

提案、提言   
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G社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・外国人客を受け入れようという施策については理解できるが、人手を十分
に確保できていない。席に案内できないこともある。日本人も含め8月に増
えてくる中、観光客を入れようとする現状にアンバランスな印象を受ける。
満足して帰ってもらいたいがどこも人手が足りない。手薄である。そのため
お客様を帰さざるを得ない。あえて入れると満足してもらえない。このアン
バランスをどうにかできないかと考えている。 

観光客に対する対応 
(現状) 
・観光客の対応ができないので人手の確保が先決である。 

社内状況 

(現状) 
・航空機の直行便で低価格帯の観光客が来て、質は求めず安いものを求める。
安い酒場で長居せずに帰ったり、コンビニで酒を買いためる客を石垣で見た。
安く済ませようとする客が増えているようだ。 
・ポイントとしては3つある。質の問題、店内に飲食物を持ちこむ客(韓国人
)、手薄な状態での中国人団体の受入だ。 

その他   

提案、提言 

・高校生のアルバイトの問題は22時以降のアルバイトが禁止という話では
なく、居酒屋でアルバイト不可というのが問題ではないか。焼肉やコンビニ
で酒を提供していても居酒屋は許可されない。この違いをなかなか理解して
もらえない。居酒屋が島の経済を支えているが校則で不可とされている。確
かに問題が過去にあった。22時以降の深夜徘徊、未成年の飲酒があった。
居酒屋からの申請による許可制でもよいので高校生のアルバイトを許可して
もらいたい。高校生が居酒屋でアルバイトするのは社会経験をする良い機会
でもある。 
・もう一つは専門学校が宮古島にほしい。例えば観光ビジネス専門学校でも
よい。 
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H社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・来店するお客様のほとんどが国内客である。特に県内客のリピーターが多
い。 
・外国人客のほとんどが中国、韓国、台湾、香港からのお客様。欧米の方は
少ない。外国人客接客のため統計をとりはじめている。 
・クルーズ船客はほとんどこない。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・外国語を話せる従業員は多くない。話せるが身振り手振りで片言で対応し
ている。 
・外国人従業員を採用している。もっと採用したいが入管ではじかれ苦労し
ている。飲食業で在留資格を得るためには本国の料理を取り入れることが条
件になっていると聞いた。当社の方針に沿わないため資格が得られない。外
国人従業員を受け入れる人の責任を増やし、一方で在留資格の条件緩和に動
いてほしい。 
・中国人のマナーが気になる。特にトイレの使い方がひどい。トイレにステ
ッカーを貼り対応しているが、まだ始めたばかりで効果がわからない。また
大声で話すため、ほかのお客様、特に日本人のお客様からクレームになるこ
とがある。 
・食材は県産品（野菜、肉）を取り入れている。立ち上げ当時からトレーサ
ビリティを導入している。調達には困っていない。 

社内状況 

(現状) 
・雇用について基本的に正規社員採用するようにしている。できない場合は
アルバイトで雇っている。これは当社のサービスが職人技であると考えてい
るから。 
・正規社員を目指すことは厳しくしている。モチベーションを上げるため資
格を与えている。 
・広告が不十分だと感じている。口コミでは広がっているがこれから必要に
なってくると思う。 

その他 
・外国人雇用に詳しい専門家などに外国人従業員の採用手続きについて教え
てほしい。 

提案、提言 
・マナーブックよりも掲示がすぐにでき、説明がすぐわかるものにしないと
困る。絵をもっと入れた方がよい。 
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I社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・国内客が一時的に減ったことはあるが、いまはあまり変動はない。基地の
方をいれて県内客は2割くらい。県内客にも来てほしい。 
・外国人客は去年より落ち着いている。去年、一昨年は急増した印象がある。
台湾、香港、韓国からくる。中国人はガイド付きの団体で来る。 
・リピーター客には国内の人が多い。顔をおぼえて喜んでもらう。こうした
心のやりとりが大切で、従業員にも伝えている。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・沖縄の素材を使い楽しんでもらえるようにしている。滞在中の食事が一食
でも駄目だと沖縄に対する印象が悪くなる。こうした心がけがリピーターに
つながると思う。 
・持ち込みをする海外のお客様もいる。ガイドは事前に食事マナーを伝えて
いると思うが改善されない。 
・海外の方も日本人の方もあぐー、石垣牛を求めている。 

社内状況 

(現状) 
・雇用についてはずっと人手不足が続いている。求人しても集まらない。店
をフルに使えていない。人がいないと始まらない。正社員の募集でも集まら
ない。 
・問題があればみんなで話しあうようにしている。特別なことではなく、あ
いさつ程度の英語に慣れてほしい。 
・広告をインターネットの口コミサイトには掲載していたが、リピーターも
増え現在は掲載していない。トリップアドバイザーをみてくる人もいる。 

その他 

・観光開発について海外と違って沖縄はぼやけている。ホテル施設が集まっ
ているわけでなく、ホテルと民家が近い。沖縄全体をアミューズメントパー
クのように見立て、地元の特色を出してほしい。 
・支援情報があるならもっと知りたい。 

提案、提言 

・一番の課題は人手不足。地元の人や役場の人にもっと近所の店に出向いて
ほしい。知らないお店が多いのではないか。 
・地元の人間が観光をもっと盛り上げてほしい。 
・行政が運営する一日フリーパスのトロリーバスをやってほしい。 
・沖縄の人が沖縄のことを知ってほしい。 
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J社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・全体的に観光客数は減ったが、クルーズ船客の来店のため売上が同じ程度。
99%は国内客。 
・クルーズ向けフリーペーパーに広告を出しており、以前就業していた台湾
人従業員のおかげで、リピーターができている。 
・クルーズ客は大型スーパーや薬局、電器屋に流れている。 
・クルーズ船客は出港前に来店し混雑する。ツアー中に立ち寄っているわけ
でないが、クルーズに一度戻ってから、もしくは周辺離島観光の後に来店し
ているようだ。 
・一部のクルーズ船客はリピーターになっている。台湾人従業員の接客が成
功していると思う。現在はこの従業員がいないため困っている。商品以外の
ことについて銀行が休みなどの案内が出来ていない。ときどき向かいの台湾
人店主に手伝ってもらう。 
・ポップを翻訳したが接客できているわけではない。 
・外国人観光客のマナーが悪い。試食品で飲み会が始まる。持ちこみするこ
ともある。英語・日本語で注意しても反論して来る。このためWi-Fiを導入
することを避けている。居すわられたり、国内客に逃げられるのも困るから。
・施設の公衆トイレにも影響している。とはいえ、伸びしろのあるインバウ
ンド客（弊害の無い）は取り入れたい。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・周りの同業種の値引きがひどい。18%引きしている。メーカーに入ってもらい１
０％に落ち着く。公正取引委員会の指導や罰則対象になるのか気になっている。 
・語学研修を単発で頻度を多く開催してほしい。研修の機会があったが一度だけ参
加できないだけで申し込みできなかったから。融通の利くような研修制度にしてほ
しい。 
・八重山商工の学生が台湾の四大・短大に語学留学しており、留学経験のある学生
に一度アルバイトしてもらうと上手に接客できていた。八重山商工で語学勉強して
いる学生がクルーズ船にボランティアに出向くことがある。 

社内状況 

(現状) 
・空港店でも台湾人従業員を雇いたい。以前勤めていた台湾人従業員が空港店で接
客すると売上良くなったから。 
・外国語対応可能な従業員の雇用にあたり補助をしてほしい。 
・日本人、外国人に限らず求人しても応募なし。石垣在住の台湾人はガイドの仕事
をしているようだ。おそらく覚えることが多い仕事のため敬遠されているのではな
いか。  

その他 観光協会の会員で台湾の人材派遣会社に行き、人集めしている者もいる。 

提案、提言   
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K社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・国内客は年間通して平年並み。エアー供給が一定していれば売り上げは変
わらない。 
・外国人客に対する取組みはしていない。爆買いはない。 
・8月、3月は家族旅行で売上が伸びる。8月20日から9月30日にはチケット
が少し安くなり学生が増える。出張の多いお客様にリピーターがいる。 
 
(課題) 
・8月、3月以外は修学旅行が入ってくるが他所で土産品を買っている。店
舗前は学生が多く座っており店に入れない。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・国内客はダイヤの関係で東京、大阪行きの便が重なると店舗はお客さんで
いっぱいになり、レジ2名、サッカー2名で対応し、フロアにスタッフがい
なくなる。 
・マナーについては本社が外部講師を招いて接客研修をしている。飲食店で
水筒に水を入れる外国人のお客を見かける。 
・県産品の青果はあまり売れていない。 
・パイン、マンゴー、ドラゴンフルーツ、島ラッキョウが安定した供給がさ
れない。卸業者が市場で買えないほど高値になっている。 
 
(課題) 
・接客したくてもできない、商品知識を学んでも活用しきれない。 
・観光客が増えても県産品の売上げが増えていない印象。他所で買っている
のではないか。 

社内状況 

(現状) 
・求人を出してもほとんど反応なし。 
・接客業だから大丈夫と応募してくる人もいるが、レジ打ち、ハンディ、パ
ソコンを使ったり荷物の運搬もあり、早朝出社でシフト制ということもあっ
て採用には至らない。 
・人材派遣会社も夏の繁忙期に人を出せないことがある。 
・アルバイトの求人から正社員の求人に切り替えたところ全国から応募があ
った。中途で正社員の採用に至った。 
 

その他 
・空港のWi-Fiがゲート内では届いていないという問合せが外国人からあっ
た。 

提案、提言   
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L社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・小浜島港のターミナル整備に関しては上から目線ではない県のリーダーシ
ップのもと、本質を掘り下げて進めてほしい。 
・小浜港防波堤をせめて台風対策ができるよう拡張してほしい。 
・各島に浮桟橋の設置をしてほしい。定期船用ではなく観光客のレジャー用
のもの。 
・Wi-Fiの整備。 
・不開港特許の要件緩和（竹富や小浜港などの不開港の接岸には許可が必要。
許可は数週間前に取得する必要がある。クルーザー客40人のために申請す
るも貨物輸送行為としてとらえられ許可が下りない。その要件緩和）、泊地
料の値上げ（トン数に応じた値段のため、1億円の船の泊地料が1000円しか
ない。もっと値上げをするべき。）、物資補給施設の開設（停泊している船
に燃料補給できる施設をつくるべき。２、３隻で十分） 

観光客に対する対応 

(現状) 
・西表の世界自然遺産が見込まれる中、赤土流出が食い止められていないこ
と、それに対する住民の意識が低いことから世界危機遺産にも指定すべき。 
・そして石西礁湖を琉球弧の世界自然遺産に含めるべき。グレートバリアリ
ーフよりも小さい面積に同程度珊瑚が生息しているから。石西礁湖は黒潮に
乗って太平洋沿いの珊瑚のもとになっている。 
・赤土流出を食い止める方法に琉球時代から存在する株だし農法がある。こ
の農法を見直すべきである。この農法は畑を耕すことなく、一度成長した株
を残し、その切断面から芽を出し育てる。このような農法を実践することで
森と海をセットにした自然環境の保全に取り組む必要がある。 

社内状況 
(現状) 
・500円の環境税を導入してはどうか。 

その他 

 ・アジア圏の観光客は受入体制が不十分で一度不満を持つと他のリゾート
地（ニューカレドニア、パラオなど）を利用してしまう。このような事態に
しないためにも受け入れ体制の整備に取り組むべきだと考える。 
 

提案、提言   
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M社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・利用者はほぼ国内客。 
・現状は韓国チャーターのお客様が2000人くらい。全体4万人中の５％にあたる。7，8年前か
ら韓国にプロモーションをかけている。3年ほど前からチャーターに実を結んだ。韓国人客は添
乗員がついているので、対応については問題ない。 
・今後国内客は高齢化で縮小していくと考えているので、インバウンドの集客で埋めていきた
い。 
・韓国は実績があるので、上海、香港、台湾のどこを狙うかOCVBと連携している。 
・ただし、マーケティングの情報がないので提供してほしい。インバウンドに取り組むときど
この国が有望か情報がほしい。香港、台湾、上海については何の情報もないので思いつきで戦
略が立てにくい。 
・韓国は九州に来ている。 
・今後ゴルフがオリンピックの種目になる中、インドネシア、タイなど東南アジアの中間層が
育ってきているので、インバウンド客は増えるだろうと個人的に思っている。 
・意外なところに市場がある。オーストラリアの人が北海道に行くなどの例があり、ロシアや
ウラジオストクの資源メジャーがインバウンドで有望なのかもしれない。 
・特別リピーター客に対して手を打っているわけではない。お客様に喜んでもらえるようコー
スクオリティを向上し、安全、安心、快適なコースを運営している。今後は花や植栽に力を入
れ、沖縄らしさを出して、喜んでもらおうと思っている。 
・リピーター率が高いので、リピーター客には「いらっしゃいませ」ではなく「おかえりなさ
い」「お久しぶりです」「お元気ですか」などの声掛けをしたり、「○○さん」と名前で呼ぶ
ようにしている。素朴さというか、接客を前面にではなく親しさで間を縮めたいと思っている。 
・8月の閑散期にインバウンド、クルーズ向けツアーを造ってクルーズ船内での案内もしてもら
う。 
 
(課題) 
・夏は涼しいということをPRしていきたい。宮古は日差しは強いが浜風が気持ちよく内地より
も良い。北海道や軽井沢より涼しい。そこの定着とPRが課題。旅行社と組んで商品造成してい
る。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・語学学習に力を入れているが時間がかかる。 
・宮古在住の中国人や韓国人などに手伝ってもらうネットワークを作っている。ネ
ットワークを作ったが、添乗員がいるため活用に至っていない。英語は社内で何と
かなる。 
・ITの時代なので言語の翻訳、Wi-Fiに行政は力を入れてほしい。県も市町村も予算
措置をしてほしい。 
・マナーは結構悩んでいる。文化の違い（声が大きい、湯船にすぐつかる）で日本
人と分けてコースを回ってもらっている。 
・観光客は地場のものを食べたい。県産品をつかわないと競争力がなくなる。だか
ら高くても仕入れている。値段よりもニーズ。 

社内状況 

(現状) 
・雇用について観光業は居酒屋、ホテルが増えていて集めるのが難しい。時給も上
がっている。ハローワークに出しても応募が無い。 
・若い人たちが観光に従事できるよう育成してほしい。観光学部を行政としてつく
ってほしい。観光学科が高校にない。農業や水産と同じように観光の実業高校をつ
くってほしい。 
・観光客と地元が対立したらいけない。観光客が来たら地元に還元されることが大
切。観光客がきたらみんな豊かになるという考えをもつべき。例えば観光客が来る
→レンタカーが増える→ゴミが増えるという考えはだめで、調和を図るべき。 

その他   

提案、提言 

・会社としては地元出身者を採用したい。しかし若者は都会にでてしまう。若い人
には都会にでても良いが、島にもどって暮らそうというUターンしてほしい。 
・行政地域をあげて過疎対策をしてほしい。 
・地元の人がサービスをするからよいのであって、県外の人がサービスしてもその
良さはない。宮古の素朴さがサービスの原点。素直に心から接客すればよい。 
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項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・国内客が例年に比べて少なくなっている。リピーターが多い中、減ってい
るのは観光コースから外れているのではないかと考えている。 
・外国人客は2、3年前から増えている。台湾人は団体でくる。食事をメイ
ンに来てもらってその前後で施設を見学する。昼食、夕食のときに来る。 
・雨の日でも体験はできる。マリンレジャーから変更してくる観光客がいる。
・香港、韓国は個人客が多い。 
・リピーター客の獲得のための取組はないが、空港やレンタカーにアンケー
ト付きのパンフレットをおいており、その結果からリピーターかどうかがわ
かる。初めて来る方が多い。「沖縄らしいところに来た」と言われる。 
 
(課題) 
・差別化が弱いと感じている。独特の雰囲気を売り物にしたい。 
・中城湾にクルーズ船が入るようになった場合、いかに施設まで来てもらう
かが課題だ。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・中国語、韓国語、日本語のできる中国人を採用した。簡単な翻訳などをし
てもらっている。 
・体験サービス自体は外国語対応可能だが問合せ、電話があると対応できな
い。HPの対応していない。バイキングの表示を多言語にしている。どのよ
うな食材が流通しているかといった情報がない。 
・マナーは食事や体験では問題なし。トイレで流さないことがある。また水
筒に水をいれて持ち帰る人もいる。 
・団体客で韓国人はキムチを持ち込むことがある。旅行社との兼ね合いで申
し入れがあれば許可している。 
・韓国人はお酒をよく飲む。台湾人は飲まない。 
・県産品の値段が上がっており、使いたいが積極的には難しい。 
 
(課題) 
・手順などを翻訳している。 

社内状況 

・人材について足りないというよりほしいときに集められていない。 
・繁閑の差を埋めるためイベントを今年初めて実施した。冬の少ない時期に
夜にきてもらおうという取組みを12月、1月の長期に亘って実施した。村の
人にきてもらうという取組みで、村おこしもかねている。 
・広告について一般的な旅行雑誌では埋もれてしまうので、エージェントの
雑誌やWEBに露出している。自社WEB、SNSを活用している。 
 
(課題) 
・修学旅行と体験がマッチングしてうまくいき、今はインバウンドで増えて
いる。大がかりなマーケティングをしているわけではない。村全体でおもし
ろいことをしたい。 

その他 
・助成金をうまく使いたい。 
・支援情報がほしい。 

提案、提言 

・理想としては社内の教育は当然必要。講師派遣したとして現場ですぐ活用
できるわけではない。そこで観光人材の派遣を1人でも来てくれるとよい。 
・最大の課題は語学ができる人材の不足。 
・地域で村おこしをする際、誰が責任を持ってやるかをはっきりさせたい。
そうしないと進まない。行政がよいと思うが公平性が問題になり、民間がや
ると自社の利益だけを求めているのではないかと思われる。 

N社 
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O社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・国立公園に指定されたことで来る人が多くなった。 
・人が増えたことで海の環境が心配。自然環境を知らない人が増えた。村は
責任を取らないといけない。珊瑚を踏んだり、亀に乗ったり、餌づけしたり
する人がいる。こうした行為をレンジャーを雇って規制する。環境省と連携
しながらレクチャーする施設を作ってほしい。 

観光客に対する対応 
(現状) 
・宿や船上での冬の防寒対策ができていない。商工会から持続化の補助金を
受けたことがある。 

社内状況 

(現状) 
・求人を出しても応募なし。15年くらい前は求人しなくても応募があった。
5、6年くらい前から応募なし。夏の短期間でも難しい。夏休みの学生の採
用がある。 
・インストラクターを取得すると社会保険がないため辞めてしまう。ダイビ
ング料金を上げなくてはならないが勇気がいる。ダイビング事業者は拘束時
間が長く、給料も安く、将来性もない。季節労働ではなくて、年間通して給
与を出したい。 
・オーストラリアはダイビングが産業として成立している。2ダイブで
19,800円から21,800円だが、沖縄は12,000円。月40万円の給与らしい。 
・新規で参入した事業者が市場価格より安く提供するため、体験ダイビング
を5,000円で営業している。 
・座間味ではダイビング協会に加入しないと営業できない。石垣も本島もダ
イビングショップの数を把握できていない。東京、大阪の会社が参入して撤
退しても申請を取り下げずにいる。 
・ダイビングショップの数が把握できていないため、事故があったときに取
締りができない。本来は警察に届け出ることが条例で決まっているが、罰則
は見たことがない。OMSBは届け出と指導しかできない。 
・6、７年前にできたエコツーリズム推進法で、珊瑚の保全活動やオニヒト
デの駆除などを条件に海域の使用許可が下りる。地域ごとに海域の利用条件
をエコツーリズム推進法に則って管理したらどうか。海はみんなのものでは
ない。 
・広告について一番主なものはHPと口コミ。海外向けサイトをやりたいが
受け答えできない。電話やメールが難しい。 
・船の欠航が多い。冬場でも波の高さ3mで高速船が欠航、４ｍでフェリー
が欠航、ヘリは5名しか乗れない。使い勝手が悪い。 
・冬場ウォーキングコースがない。陸も楽しめるようなコースがあるといい。
車が通る道は不要。 
・熱帯魚の採捕許可が国立公園になっても下りたが、許可が下りないように
リストを作成した。 

その他 ・イベント情報は役場や商工会、協会から連絡あり。 

提案、提言   
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P社 

項目 結果 

観光客の動向 

・国内客の90%がレンタカーで来る。今の時期は団体客が来る。夏は家族連れ、それ
以外はカップルや夫婦が来る。 
・外国人客が今年増えている。ホテルで前売り券を販売している。ホテルにはパンフレ
ットを置いている。 
・クルーズ船客が増えた。クルーズ船は今年100回（去年は12回）寄港予定となって
いる。 
・クルーズ船客の団体も入ってくる。駐車場はバス3台分は停められる。施設には1台
分くらいの人数しか入らないので、1台ずつになるように入れ替えをお願いしている。 
・アジア圏のお客様が増えている。 
・お土産品の島ぞうりはほとんど国内客からの売上げになる。 
・旅行社とクーポン契約している。旅行社から半分、FITが半分の割合。 
 
(課題) 
・看板が不足している。農道に草が繁茂しており、地図にない道もある。 
・ドコモのWi-Fiを導入しているが使用できる台数に限りがある。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・英語を話せる従業員は1名のみ。 
・翻訳サイトの精度が悪い。 
・クルーズ船客はほとんどが母国語しか話せないので困っている。FITは英語しゃべれ
る。 
・飲食メニューは翻訳支援を受けて3か国語に対応している。 
・去年クルーズが入るようになり、外国人客のマナーが悪い。ゴミ、トイレの扱いが雑、
大声。周りの国内客が困惑していた。中国語、英語のポスターを市から入手し、トイレ
内に掲示したが改善されない。 
・来館者は勉強しにくるわけではないので、魚や海のことをできるだけわかりやすく伝
えることにしている。魚の性転換や海の砂は糞であったことなど親しみの湧く内容にし
ている。 
・アーサやモズク、海ブドウを販売している。 
・夏休みには自由研究の問い合わせがあり、自由研究用ノートを販売しており、売上げ
は好調。 
 
(課題) 
・ツアー客ならガイドさんが対応してくれるが、タクシーで来館すると対応に困る。現
金（日本円）なしで来館することがあり、現金でしか対応できないため帰ってもらうこ
とがある。クレジット決済の通信システムが光回線でなく遅いため、決裁に多少の時間
差ができると聞いている。今後クレジットに対応したいがまだしていない。レジ2台あ
れば対応できるかもしれない。 
 

社内状況 

(現状) 
・雇用、人材は厳しい状況。市街地から離れているためか、パート・アルバイトもこな
い。新聞、ハローワークに出したり、人伝で雇ったりしている。 
・カヤック体験が人手不足のためできていない。 
・産休や退職する人もいる。 
・これから求人するが、場合によっては休日を減らして出勤を増やす必要がある。ホテ
ルなどで前売り券を販売している。 

その他 
・OCVB含め支援情報の提供がFAX1枚のため、詳しい情報が末端まで伝わっていない。
配布物やマナーブックを手軽に取り寄せたい。本島ではなく宮古の観光協会に在庫があ
ればわかりやすい。 

提案、提言 

・雇用については社内でできることがあると考える。時給のアップ、既存のものもアッ
プを考えている。 
・宮古は高校までしかないので、若い人が島外に出る。大学の分校、専門学校などを宮
古につくってほしい。島外に出た人は30歳手前に戻ってくる。宮古には観光・水産・
農林があり、地下ダムを使った農法もある。これらの産業について学びに来てほしい。 



4章 ヒアリング調査 

78 

Q社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・国内客は受注べースで75%くらい。 
・外国人客は15%～20%未満。空路で来る。 
・梅雨のイメージのある5、6月や台風が来る9月を国内客は外してくる。こ
のボトム期に外国人客に来てほしい。10月～4月がシーズンで入らない時期
に外国人客が来る。 
・予約が早く2019年まで入っている。旧暦で動いている。外国人客のうち、
6割は香港人、3.5割は台湾人、残りは韓国、中国、シンガポール、マレー
シア、スウェーデン、イギリス、オーストラリアとなっている。 
・沖縄についてはほとんど知らず、安いかどうかで決めているようだ。下見
も多く、見学はスタッフつきで可能、撮影も連絡した上で対応している。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・外国語対応できる従業員がいれば採用したい。研修では間に合わない。ま
ずは笑顔で接客することを徹底したい。現在英語のできる中国人、台湾人の
従業員がおり、各チャペル1～2人で対応できる。 
・トイレを流さない、大声、勝手に動き回る。注意しても強く言い返すこと
がある。バス1台で乗り付けて敷地の中に入ってくる。ガイドは知らないふ
りをする。 
・門はあるがどこからでも入れる。写真NGの看板は立てていない。そうい
うやり方はしたくない。ゲリラ撮影をされる。自前で用意したドレスを着て
撮影している。フリーの外国人カメラマンがネット上に画像をあげている。 

社内状況 

(現状) 
・センターへの問合せは国内からがほとんどのため、外国人スタッフの電話
対応が心配だがうまくやれている。 
・OJTのように現場で慣れていく。 
・入替りが激しく、転職、結婚、出産を機に3年未満で辞めていく。男性も
少し増やしている。新卒を採用するようになり、社員教育の必要性を感じて
いる。現在の社内状況で月1回のペースはできない。施設ごとに教育してい
る。 
・単価下げるのも難しい。セールストークに力を入れたい。 
・リゾートウェディング協会に参加している。会員同士協力し合っている。 

その他   

提案、提言 

・リーガルウエディングについて役場の協力がよくない。リーガルウェディ
ングに加えて日本人の手続きもあり面倒という声を聴いたことがある。 
・市町村によって手続きが違い困ることがある。リーガルウエディングの記
載に関して手引書を他の事業者と作ったので、これを参考にしてほしい。 
・提出期限や必要な書類など具体的に市町村ごとに作ってほしい。 
・手続きの簡素化を提案したい。証人を2回連れて行く必要がある手続きは
手間がかかる。 
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R社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・新空港開港で国内客が増加した。 
・外国人客の客層は友人同士が多い。日本円で現金払い。レンタカーを利用
する方が多い。空港では英語・中国語の看板を出している。 
・クルーズ船客は路線バスの利用が多い。大型ショッピングセンターがほと
んど、川平湾はグラスボート目的で少々いる。 
・リピーターはショッピング目的。リピーターが新しい観光客を呼んでいる。
口コミで広がっているようだ。スタークルーズが2年ほど前に始まってリピ
ーターが形成されてきている。 
・石垣全体でのイベント告知が弱い。空港でイベント告知、掲示版が有れば
よい。 
・自社のフリーパスなどの商品とイベントが連携していない。夏場など人の
多いときに空港に案内係を常駐させている。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・英語がバス車内でアナウンスされている。外国人から質問があった場合の
マニュアルを用意している。コミュニケーションシートを用意している。 
・大声で騒ぐことがあるが他のお客様からのクレームはない。 

社内状況 

(現状) 
・貸切バスについては他社と連携しており、バスが不足した場合は他社と融
通し合っている。ホテルでオーバーブッキングした場合の行先変更もある。
この場合はホテルがバス代を負担することもある。 
・運転手不足とガイド不足、事務員不足。ハローワークや人づてで集めてい
る。1年に4,5名応募があるが、採用しても定着率が悪い。理由として、想
像していた仕事内容でない、キツイ、公休日の出勤、路線バスの場合はお客
様の対応が苦手など。半年から1年しか持たない。 
・路線バスの台数は充足している。貸切バスについては、クルーズ船入港と
団体客が重なると2、3台不足。11月から4月半ばまで不足している。 
・定年退職2、3名はでる。採用は免許取得者のみにしている。今後採用に
当たり大型2種免許をもっていない人まで含めるか気になっている。 
・教習所が1カ所しかないこと、試験教官が那覇から派遣されるため試験の
期間が限られていることがあり、免許取得までの時間がかかっているのでは
ないか。退職者の補充や新人への教育が課題。 

その他 

・観光地の駐車場がせまい。昔のまま整備されていない。20年前の駐車場
がそのままになっている。 
・去年11月に川平湾駐車場が有料化した。バスは6台しか止められない。10
台から15台は止められるようにしてほしい、もしくは降車用のスポットを
作ってほしい。今後レンタカーのスペースも不足する懸念がある。駐車場の
中の段差でつまずき怪我をする人もいる。 
・クルーズ船停泊場所で大型バスが何台駐車できるか知りたい。 

提案、提言 
・川平だけでなく観光地の駐車場を拡張整備してほしい。川平湾については
バス停車台数増と動線の確保、段差の解消。 
・大型2種免許取得の補助があると助かる。 
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S社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・国内客がほとんど。 
・今年に関しては去年に比べてクルーズの回数が増えるので外国人客が増え
ると思うが、実感としてはこれから来るんだなという感覚。 
・国内客は空港で乗せることが多いが、観光するというのは少ない。予約を
受けての観光タクシーは少ない。 
・外国人客についてはコミュニケーションシートを全タクシーに設置してい
る。 
・去年中国の船の対応はしているので、今年は免疫がついていてプレッシャ
ーはないと思う。しかも今年は台湾のクルーズ船なので日本語もできると聞
いており安心している。乗務員に対して挨拶程度の会話ができるように伝え
ている。 

観光客に対する対応 
(現状) 
・クルーズ船に事前にパンフレットを配り、下船後ガイドに希望者をまとめ
させていた。 

社内状況 

(現状) 
・人材は不足している。通常は隔日勤務。1日出て1日休み。勤務時間は短
めにすることもある。 
・募集は出すが不足。平均年齢60歳以上の業界で若い人は就職しない。賃
金の安さもあり、将来希望をもって働ける業種ではない。昔のように手取り
20万という時代ではもうない。タクシーに対して魅力はない。 
・観光に特化した教育はしていない。パンフレットを渡すくらい。観光を得
意とする乗務員は少ない。客相手が苦手な人も多い。 
・バスが足りない時はタクシーに乗せたり他社に応援することもある。 
・宣伝は特にしていない。HPとガイドブックに広告を出すくらい。これ以
上のことは考えていない。 
・平準化の対策をとろうにもとれない。 
・クルーズがくるときは車両が不足すると思う。去年クルーズを受けている
のでイメージできるが、今年は大阪、羽田の直行便が日曜に就航し、クルー
ズと重なる。クルーズの客案内は飛行機の客よりも案内する場所が決まって
いて簡単であり、距離も稼げるため売り上げも伸びる。このため空港でのタ
クシー不足が考えられる。 

その他 

・タクシーにWi-Fi設置できるか知りたい。 
 
(課題) 
・飛行機と船が重なるのは仕方ないが、クルーズの寄港が少なくなる10月
以降を考えると今後車両を増やすことは考えにくい。 

提案、提言 
・観光客の取り込みを多くしていくと売り上げ増につながるため、月1回で
も講習を数度受ければ優良ドライバーの認定を受けられるような宮古版の試
験を行ってほしい。 
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項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・国内客について家族連れは夏場、夫婦やグループは年末に多い。個人旅行もしく
はツアーの自由行動のときにタクシーを利用してる。那覇のホテルから出発する場
合、5時間以内なら南部、6～8時間以上なら美ら海水族館まで行く。 
・外国人は時間があれば美ら海水族館まで行く。案内用のパンフレットをタクシー
車内、空港に置いている。 
・クルーズ船客は国際通りと新都心を中心に移動する。行くとしても2、3時間で南
部周遊。時々船内から予約の電話がある。慣れているお客様がいる。 
・バースについて以前は動線の関係で不満があったが、今は良くなっている。無線
でバースに残っているお客様の情報を共有している。 
・那覇港管理組合から入船状況についてFAXがくる。 
・那覇新港のときはバスがクルーズ船の手前までつけることができるが、タクシー
は奥で待たされることがあった。今はどうかわからない。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・国内客、海外客と分けてサービスすることはない。 
・お客さんが英語をしゃべれる場合は対応できる乗務員を送っている。翻訳アプリ
で対応する乗務員もいるが、スマートフォンを持っていないものがいる。外国人と
聞いて身構えてしまう乗務員が多い。6、7年前にOCVBを通して講師派遣をしても
らったことがある。 
・集合時間を守らないお客様がいる。そのあとの旅程に影響がある。例えば食事の
時間が長引き、その後を削って対応したことがある。乗務員から注意はしていると
思う。この場合は英語・日本語でやり取りすることになる。 
・ジャンボタクシーの乗務員は普段から大きなゴミ袋を用意しており、掃除まで含
めてのサービスと考えている。 
・決済についてクレジットカードよりEdyを導入しようとしている。観光客より一般
のお客様からの要望があったため。クレジットカードは対応していない。 
・お客様からの要望があり、ドルでの支払いには対応し車内にレートも表示してい
る。外国人客で日本円を持っていな人は今まで聞いたことがいない。ユーロ、元、
ウォンには問い合わせがなく、対応はしていない。 

社内状況 

(現状) 
・人材について夜勤よりも昼勤が一番不足している。 
・面接は年配の方（70代以上）がほとんど。経験ある人は良いが未経験は心配。50
代で若い方。60代前半は良いが70代になると困る。年配の従業員の場合、本人から
仕事を辞める人がいる。家族からの忠告で辞める人もいる。 
・観光が得意な乗務員を中心に情報交換している。自社で観光コースを作っていて
乗務員にも渡している。空港にも置いている。優良マークの運転手を優先して回し
ている。中には知識はあっても試験というだけで嫌がる人もいる。 
・英語教育をしたいが実行に移せない。 

その他 
・Wi-Fiは車内で利用できない。 
・育人(はぐんちゅ)の情報はわからなかった。年度初めに支援メニューの説明会など、
わかりやすい方法で周知してほしい。 

提案、提言 

・人材不足が大きな課題。若い人も良いが若さだけでも困る。10年あとが心配。 
・沖縄観光タクシー乗務員資格認定制度について知識はあるが試験アレルギーの人
がいる。単元制や試験の複数回実施、面接試験、実技試験（観光客を装った試験官
が乗車する）をしてはどうか。 
・若い人が入ってこないのは賃金のためではないか。夜勤だと稼げるが生活が逆転
してしまう。 
・モノレール、白タク、バス、軽貨物もあり、代行もいてライバルが多い。このた
めに利用者、売上げが減っているのではないか。 

T社 

4章 ヒアリング調査 
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U社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・予約の15%は海外客。 
・船舶の欠航のアナウンスが海外客に伝わりにくい。 
 

観光客に対する対応 
(現状) 
・座間味島、阿嘉島、慶留間島をつかえば平準化できると思う。  

社内状況 

(現状) 
・那覇の窓口で募集しても応募なし。 
・人材派遣で採用。派遣は外国語対応を条件にしている。 
・夏場は問い合わせで電話が鳴り続けている。窓口で1日数百人を対応して
いる。 
・緊急時に大きな船にお願いする。定期ドックのときは他の市町村に代船を
頼む。お互い融通しあっている。 
・名古屋、品川の水族館で誘客。イベントがあればHPやフェイスブックで
紹介。狙いは日本人。外国人向けには広告していない。 
・国立公園指定後、外国人が増えた。アジア圏よりも欧米圏の人に来てもら
いたい。外国人客のうち半数はアジア圏。 
・海外でのPRは予算面で厳しい。海外への有効なPR、ターゲットの絞り込
み、外国人に来てもらうだけではなく遊んでもらう方法がわからない。 
・関東県、関西圏は広告を打てば来るが、地方でもよい方法があれば教えて
ほしい。 
・夏はマリン中心、冬はホエールウォッチングフェスタで平準化している。 
・那覇の商業施設や南部の観光施設でパネル展を開催した。 
・冬場に広告をうつより秋口くらいから冬の沖縄が楽しいよというような
PRをしたい。 

その他 

・阿嘉島、慶留間島は海水から淡水をつくる施設がない。ダムはあるが雨が
降らないと断水する。 
・ADSL回線で、光回線はない。 
・国立公園指定区域が決まっているので勝手に建物をつくれない。ビーチに
のぼりをだすのも環境省の許可が必要だ。 
・村の歴史を伝えるビジターセンターを作りたい。 
・夕食を食べられるところがなくなっている。 
・自然環境に対するルール、マナーがよくない。歩きたばこの規制、珊瑚を
踏まない、亀を追い回さないといった環境意識を高めてほしい。 

提案、提言 ・島ごとに違いがあるので阿嘉島、慶留間島でロケをしてほしい。 
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V社 

項目 結果 

観光客の動向 

(現状) 
・国内客は伸びているが外国人客に比べるとわずか。 
・日本人と外国人の比率が1年半前は8割、2割であったが、昨年夏は6割、4
割になっている。日によっては3割、7割になることもある。 
・国内客の前年比はおおよそで105%、ビジネス客が3割を占めている。 
・外国人客では韓国人が多い。韓国人のお客様は沖縄の情報をA4ファイル
にまとめている方もいる。 
・外国人客は国際免許を持っていないことがある。減ってはいるが、ヨーロ
ッパの観光客に多い。 
・クルーズ船客の利用はあまりないが、日本人のクルーズ船客で利用がある。
・他社からお客様を紹介してもらうことがある。 
・ビジネス客にリピーターがおり、年に1回ダイレクト・メールを送ってい
る。 

観光客に対する対応 

(現状) 
・韓国語は話せないが英語で対応している。英語での契約については問題な
いが観光案内(食に関することや渋滞などに関する質問)ができずもどかしい。
・駐車場での接触事故について、香港人は日本人と同じくらいの事故率だが
韓国人はその3.6倍になる。台湾人は2.5倍になる。左ハンドルであること
や交通ルールの違いがわからないようだ。 
・韓国は免許取得が容易らしく、アクセルとブレーキがわからない方もいる。
また事故があったとき韓国人は車から出てこないし謝らない。県内での韓国
人に対するイメージが悪くならないか心配だ。 
・外国人が運転していることを示すステッカーについて、はじめは怒る人も
いるのではないかと不安だった。現在は問題ない。恐らくステッカーにある
英文で分かってもらえているのかもしれない。このステッカーで事故が減っ
てくれるならうれしい。 

社内状況 

(現状) 
・外国人客が増えているので、外国人従業員を入れたいがまだできていない。
・求人を県内外に出しているが問合せがない。人手不足になっている。応募
がないのは時給が問題になっているのかもしれないが、なかなか上げられな
い。 
・ここ数年採用した社員に対する教育が追いついていない。補充スタッフへ
の教育もできていない。 
・最近沖縄県・OCVBの研修にスタッフを参加させている。 
・外国人客に対する宣伝はしていない。SNSによる口コミが広がっている。 

その他 

(現状) 
・車内で利用できるWi-Fiの導入を検討している。 
・交通渋滞の情報はあるが一般道の交通規制の情報がない。カーナビに反映
させ迂回路を表示できるとよい。 

提案、提言 

・レンタカーによる事故のリスクについて来県前に周知してほしい。 
・簡単な自動車教習を受けてもらうなど対策を話し合っている。 
・観光業はつながっているので、ホテル、飲食、レンタカーなどの他業種と
若いスタッフなどで人材交流や情報共有できるとよい。 


