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調査項目（2-3）交通渋滞等が回避できる水準を維持（交通渋滞（配車台数等）等）、（2-4）

観光地等の制約（観光地（背後圏の観光地のキャパシティ）等）、（2-5）ガイドや通訳等の

制約（ガイドや通訳の対応人数の制約）について、沖縄県内港湾のほぼ全ての港がクルーズ

受入に対する港湾エリアのハード面の制約を感じている。 

 

図表 245 調査項目（2-3～5）のアンケート結果  

バス タクシー レンタカー バス タクシー レンタカー 観光地 レストラン その他 英語 中国語 英中両方

- - - - - - - - -
ガイド：0

通訳：7

ガイド：0

通訳：14

ガイド：0

通訳：5
那覇市観光課

寄港日

による
- - - - -

寄港日

による

寄港日

による
-

ガイド：

不足

ガイド：

概ね問題

なし

なし 旅行代理店

40 50 10 40 50 10 10,000 400 400
ガイド：0

通訳：2

ガイド：0

通訳：４

ガイド：0

通訳：1
本部町商工観光課

- - - - - - - - -
ガイド：

不足

ガイド：

概ね問題

なし

なし 旅行代理店

20 107 - 20 107 - - - -
ガイド：0

通訳：10

ガイド：0

通訳：10

ガイド：0

通訳：2

中部広域市町村圏

事務組合

- - - - - -

近隣施設は

キャパシティ

が少ない

近隣施設は

キャパシティ

が少ない

-
ガイド：

不足

ガイド：

那覇市内在

住者が主

なし 旅行代理店

30 100 100 30 80 100 1,350 1,000 -
ガイド：0

通訳：0

ガイド：0

通訳：5

ガイド：0

通訳：1

石垣市（港湾課、

観光文化課）

ガイド：2

通訳：0

ガイド：4

通訳：0

ガイド：0

通訳：0

33 80 150 33 80 150 2,320 1,900 1,100
ガイド：5

通訳：2

ガイド：28

通訳：3

ガイド：0

通訳：1

宮古島市

（港湾課、観光課）

ガイド：1

通訳：0

ガイド：2

通訳：0

ガイド：0

通訳：0

兼城港

(久米島)
10 10 150 10 10 75 300 300 -

ガイド：0

通訳：8

ガイド：0

通訳：5

ガイド：0

通訳：0
久米島町商工観光課

旅行代理店

ガイド不足分は島外から

追加費用にて手配

平良港

19 - - - -

-
寄港日

による

寄港日

による
-

-
一度に40名

ずつ

一度に40名

ずつ
-

クルーズ乗客に対応できる

ガイド・通訳の人数

旅行代理店

ガイド不足分は島外から

追加費用にて手配

回答者

那覇港

本部港

中城湾港

石垣港

寄港日

による
-

観光地における

クルーズ乗客の受入可能人数

- - -

クルーズ乗客の輸送に

対応可能な車両台数

（配車可能台数）

周辺道路等において

交通渋滞等が回避できる運

行可能台数

 

出所）受入自治体、各種組合、旅行代理店へのアンケート結果から作成 
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（１） 受入許容量の算出 

１） ハード・ソフト（二次交通、ガイド等含む）両面の対応を踏まえた受入許容

量 

ハード・ソフト（二次交通、ガイド等含む）両面の対応を踏まえた 2021年までの

乗客・乗組員の受入許容量を、那覇港、中城湾港、本部港、石垣港、平良港、兼城

港等（久米島）の県内６港からの報告に基づき、積み上げ方式にて算出した。 

その結果、2021 年（平成 33年）の受入許容量は約 291万人（外国客 282.5万人、

国内客 8.7万人）となった。 

 

 

図表 246 ハード・ソフト（二次交通、ガイド等含む）両面の対応を踏まえた受入許容量 

外国船に係る年間乗客・乗員数の受入許容量 （単位：人）

港名 2017年（平成29年） 2018年（平成30年） 2019年（平成31年） 2020年（平成32年） 2021年（平成33年）
那覇港 1,200,074 1,346,197 1,346,197 1,346,197 1,346,197
本部港 9,000 9,000 9,000 225,000 240,000
中城湾港 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
石垣港 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000
平良港 225,000 225,000 225,000 600,000 750,000
兼城港等（久米島） 0 0 0 0 0

合計① 1,923,074 2,069,197 2,069,197 2,660,197 2,825,197

日本船に係る年間乗客・乗員数の受入許容量 （単位：人）

港名 2017年（平成29年） 2018年（平成30年） 2019年（平成31年） 2020年（平成32年） 2021年（平成33年）
那覇港 32,680 36,480 36,480 36,480 36,480
本部港 3,000 3,000 6,000 6,000 6,000
中城湾港 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000
石垣港 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
平良港 450 900 900 900 900
兼城港等（久米島） 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350

合計② 80,480 84,730 87,730 87,730 87,730

総計（①+②） 2,003,554 2,153,927 2,156,927 2,747,927 2,912,927  
出所）受入自治体、各種組合、旅行代理店へのアンケート結果から作成 
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２） 上陸者数と入域者数の比率を用いた受入許容量 

各港湾積み上げ数（外国海路客 282.5万人）は乗客・乗組員数の「延べ数」とな

るため、入国ベースである入域者数（＝「実数」）を推計するために、直近実績の上

陸者数と入域者数の比率（1.45 : 1）を用いて、2021年の入域者数を算出した。 

その結果、2021年（平成 33年）の入域者数の受入許容量は、約 194.8万人とな

った。 

 

図表 247  上陸者数と入域者数の比率を用いた受入許容量 

各港湾利用者数（上陸者数）を踏まえた外国海路客数（入域者数）の検討について （単位：人）

合計 係数 合計 係数 暦年 係数 年度

424,100 1.00 718,100 1.00 1,948,412 2,026,348

那覇港 310,466 0.73 572,127 0.80 0.69

本部港 160 0.00 3,331 0.00 0.12

中城湾港 0 0.00 9,400 0.01 39,000 0.02 40,560

石垣港 196,429 0.46 244,837 0.34 0.23

平良港 18,821 0.04 209,350 0.29 0.38

その他 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0

沖縄全体 525,876 1.24 1,039,045 1.45 2,825,197 1.45 2,938,205

※上陸人数については、寄港実績から乗客は入港前客数（通過客数）+乗組員数のすべてが上陸するとしてカウント

※①は沖縄県観光要覧（平成28年９月）及び平成28年度入域観光客統計月報（平成28年12月）（平成29年１月）、②は寄港実績データの数値

※係数は、入国ベースである①入域者数を１とした時の、各港ベースの上陸者数の比率

※2021年の受入許容量は、官民連携による国際クルーズ拠点形成計画書を踏まえた受入許容量（年/人）の人数　　

※暦年と年度実績の換算：2021年度の入域者数は、過去10年2006年（暦年・年度）～2015年（暦年・年度）の平均値から、暦年→年度4％増加として推計。

②
上
陸
者
数

1,346,197 1,400,045

240,000 249,600

450,000 468,000

750,000 780,000

港名
2015年 2016年 受入許容量（2021年）

①入域者数

 
出所）受入自治体、各種組合、旅行代理店へのアンケート結果から作成 

※係数は 2015 年の 1.24 から 2016 年の 1.45 に上昇。平良港への寄港増の影響等が考えられる。 

※寄港分散化により、那覇港の係数が減少していくことが見込まれる。 
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（２） 各港湾利用者数（上陸者数）を踏まえた外国海路客数（入域者数）と受入許

容量の比較 

那覇港の受入許容量も伸びると想定されるが、相対的に「官民連携による国際ク

ルーズ拠点」に選定された本部港と平良港の許容量の伸びが顕著になっており、寄

港地の分散化が進むと想定される。 

 

 

図表 248 受入許容量の比較 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

那覇港 本部港 中城港 石垣港 平良港 その他 合計

（人）

１．2016年におけるハード・ソフト両面の現状を踏まえた受入許容量

２．2016年における持続可能でバランスの取れた受入許容量

2021年におけるハード・ソフト両面の対応を踏まえた受入許容量

 
出所）受入自治体、各種組合、旅行代理店へのアンケート結果から作成 

※１．については、（１）岸壁の受入許容量と（２）上陸後の受入許容量を比較し、最小値を現

状の受入許容量とした。２．は持続可能でバランスの取れたクルーズ船及び乗客の受入に対する

現状の満足度を考慮した場合 

※満足度：満足度が 100％を下回る場合は受入許容量に余裕があり、逆に 100％を超える場合は

受入許容量が限界以上である。今回は現状の数値を満足度で割り戻すことで、満足度が 100％の

場合の受入許容量を算出した 
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（３） 2021年度における外国海路客の目標 

需要予測と受入許容量の検討結果を踏まえ、暦年→年度への換算については、こ

れまでの実績等から４％増加で推計する。 

したがって、2021 年（暦年）194.8万人×1.04＝202.6万人≒ 200万人（2021

年度）となり、需要は 140～280万が見込まれるが、受入許容量等を考慮して、2021

年度における海路による外国人入域観光客 200万人を目標値に設定する。 

 

 

図表 249 外国海路客の推移 

（参考） 外国海路客の推移 （単位：人）

暦年（A) 年度（B) （B)/(A)

2006年 （平成18年） 26,200 27,300 1.04

2007年 （平成19年） 88,000 98,600 1.12
2008年 （平成20年） 144,100 136,000 0.94
2009年 （平成21年） 140,300 146,300 1.04
2010年 （平成22年） 138,900 131,200 0.94
2011年 （平成23年） 116,400 118,900 1.02
2012年 （平成24年） 146,800 144,000 0.98
2013年 （平成25年） 173,400 191,500 1.10
2014年 （平成26年） 238,700 240,400 1.01
2015年 （平成27年） 424,100 506,800 1.20

過去10年平均 1.04  

出所）沖縄県観光要覧 
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（４） 日本人クルーズ客の目標 

直近５年間の日本人クルーズ客の推移を見ると若干増減しているが、過去 20～30

年の実績を見ると、今後もしばらくは現状の水準が続くと考えられる。 

日本人クルーズ客の沖縄県内各港における受入許容量は 2021年で約 8.7万人であ

ることから、「8.7 万人÷1.45（直近実績の上陸者数と入域者数の比率）」から約６

万人を努力目標とする（外国海路客の 2021年度目標の３％に相当）。 

 

 

図表 250 日本人クルーズ客の推移 
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日本人

外航クルーズ

2015年 13.4万人

 

出所）国土交通省（2017 年 1 月発表データを考慮） 
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３． クルーズ船寄港に係る各港周辺自治体等への経済効果の分析 

クルーズ船寄港が沖縄県全体にもたらす経済効果について、既存の資料や他港の事例

を参考に、クルーズ船の寄港や乗船者の消費活動等に伴う直接経済効果の原単位を設定

し、沖縄県への寄港隻数や乗船者数の実績値等をもとに分析した。 

 

 

図表 251 経済効果算出フロー 

乗船者（乗客+乗組員） クルーズ船舶

　　・ツアー料金　・交通費 　　・入港料　・岸壁使用料
　　・お土産、買物費 　　・水先案内（ﾊﾟｲﾛｯﾄ）料
　　・飲食費　等 　　・曳航（ﾀｸﾞﾎﾞｰﾄ）料

　　・綱取放作業量
　　・ターミナル使用料
　　・ポーター料　等

各港、各船型で集計

経済効果の算出
①＋②

各港の消費単価
那覇港の港湾料金表

乗船者における原単位の設定
（平均消費額目標値：　28,000円）

各項目における原単位の設定

各港における将来の
寄港数（回数）

外国海路客数

①乗船者に係る支出 ②クルーズ船舶に係る支出

消費額 港　費
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（１） 乗船者に係る経済効果 

乗船者に係る経済効果について、国内各港における乗客と乗組員の消費単価を整

理した。 

乗客の消費単価を見ると全国平均が 3.2万円、沖縄平均が 3.6万円である。同様

に乗組員でも、全国平均が 0.5万円、沖縄平均が 0.7万円と、全国と比較すると沖

縄県における乗客・乗組員の消費額が多いことがわかる。 

 

 

図表 252 国内各港における乗客・乗組員による消費単価（１／２）  

食費 買物費 観光費 その他 合計 食費 買物費 観光費 その他 合計

小樽 - - - - - 17,000 - - - - -
北海道開発局「北海道港湾におけるクルー
ズ振興に伴い港湾施設整備等検討業務
（2014）」

室蘭 - - - - - 12,000 - - - - -
北海道開発局「北海道港湾におけるクルー
ズ振興に伴い港湾施設整備等検討業務
（2014）」

釧路 - 528 15,031 8,239 0 23,798 357 1,751 68 202 2,378
釧路港湾事務所「平成24年度 釧路港にお
ける外航クルーズ船への対応と今後の課
題」

青森 - - - - - 13,000 - - - - - 東北地方整備局調べ（2015）

横浜 - - - - - - - - - - -
横浜市港湾局「横浜港と地域経済～私たち
の暮らしへとつながる横浜港～（2012）」

清水 - - - - - - - - - - -
中部地方整備局「清水港客船誘致委員会：
清水港へのクルーズ船等寄港による経済効
果（2015）」

日本人 - - - - 13,485 - - - -

中国人 - - - - 40,171 - - - -

その他外国人 - - - - 9,461 - - - -

神戸 - - - - - 38,000 - - - - - 神戸市調べ（2012）

出典

大阪 4,455

日本クルーズ&フェリー学会論文集(1)、25-
34、2011-03（田口順等・池田良穂「大阪港
を起点とする定点定期クルーズ客船による経
済波及効果」、2011年３月）

港名 属性
乗客（円/人） 乗組員（円/人）
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図表 253 国内各港における乗客・乗組員による消費単価（２／２） 

食費 買物費 観光費 その他 合計 食費 買物費 観光費 その他 合計

- - - - - - - - - - -
福岡市「外国クルーズ客船寄港による福岡
市経済への波及効果等調査」、平成22年１
月

- - - - - 107,000 - - - - - 福岡市調べ（2015）

中国人 2,075 19,796 13,252 5,048 40,171 - - - - -

中国人以外 1,824 2,114 4,564 959 9,461 - - - - -

アジア 2,596 29,749 4,070 1,293 37,708 - - - - -

欧米 902 3,500 5,679 166 10,247 - - - - -

- - - - - 31,000 - - - - - 長崎県調べ（2015）

細島 - - - - - 23,000 - - - - - 宮崎県調べ（2015）

油津 - - - - - 12,000 - - - - - 宮崎県調べ（2015）

別府 中国人 1,570 58,713 1,364 0 61,647 - - - - -
別府市「「レジェンド・オブ・ザ・シーズ」の別府
国際観光港寄港に伴う経済波及効果調査報
告書」、平成24年10月

- - - - - 24,954 - - - - -
平成27年度観光統計実態調査(平成28年９
月23日公表)　※値は平成27年（暦年）

中国人 - - - - 41,769 - - - - -
沖縄国際大学産業総合研究所「沖縄の観
光・環境・情報産業の新展開（2015）」より

中国人以外 - - - - 7,420 - - - - -
沖縄国際大学産業総合研究所「沖縄の観
光・環境・情報産業の新展開（2015）」より

- - - - - 16,170 - - - - 9,524
沖縄県「平成24年度 外国人観光客満足度
調査報告書」、平成25年６月

- - - - - 38,000 - - - - -
沖縄総合事務局「外国クルーズ客船の那覇
港、石垣港寄港による経済効果について
（2012.2014.2015）」

- - - - - 138,000 - - - - -
沖縄総合事務局「外国クルーズ客船の那覇
港、石垣港寄港による経済効果について
（2012.2014.2016）」

- - - - - 10,533 - - - - 5,289
沖縄県「平成24年度 外国人観光客満足度
調査報告書」、平成25年６月

- - - - - 14,000 - - - - -
沖縄総合事務局「外国クルーズ客船の那覇
港、石垣港寄港による経済効果について
（2012.2014.2016）」

全国平均 - - - - - 31,600 - - - - 5,411 -

沖縄平均 - - - - - 36,356 - - - - 7,407 -

沖縄全域

那覇

石垣

出典

博多

長崎

公益財団法人ながさき地域政策研究所「国
際及び国内観光船入港に係わる経済波及
効果等調査業務」、平成19年３月

長崎港来訪外国人観光客の観光スタイル
（長崎市『長崎市外国人観光客実態調査業
務［成果報告書H24-03］より抜粋』

港名 属性
乗客（円/人） 乗組員（円/人）

 

※沖縄全域の乗客の消費単価（24,954 円）は乗組員との加重平均で算出された値である。 
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以上を踏まえて、沖縄では乗組員の消費額も地元経済に大きな影響を与えること

が想定されるため、乗客と乗組員を考慮した乗船者の消費活動を踏まえた直接経済

効果を算出する。 

消費単価については、沖縄県観光審議会が答申した第５次沖縄県観光振興基本計

画改定版における外国海路客の目標値 28,000円を用いる（消費単価は景気変動や国

際情勢の変化などにより下振れする可能性もある）。 

乗船者は、2021年度の目標値 200万人として試算する。200万人は海外からのク

ルーズ客（海路による沖縄への入域者）である。なお、当該直接経済効果は、入国

ベースの入域者数をもとにした推計値である。 

結果として、2021 年度における乗船客による直接経済効果は、約 560億円と推計

される。 

 

図表 254 2021年度における乗船者に係る経済効果 

【2021年度における乗船者の消費支出の目標値】
一人当たり消費額（外国海路客） 入域者数 直接経済効果

28,000円 200万人 約 560億円

※参考：平成28年度ビジットおきなわ計画（2016年８月）
一人当たり消費額（外国海路客） 入域者数 平成28年度海路外国人観光客による観光収入の目標値

× ＝

× ＝28,000円 59万人 165億円

 

※「ビジットおきなわ計画」は、長期計画である「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」、「沖縄県

観光振興基本計画」及び中長期の取組みを示した「沖縄観光推進ロードマップ」を踏まえ、単年

度ごとの数値目標とその達成に向けた主な施策展開を盛り込んだ具体的な行動計画である 

 



 

207 

 

 

参考として、空路・海路別の観光客の消費単価について整理した。過去 10年間の

観光客の消費単価を見ると、空路の 10年平均が約 9万円であるのに対して、海路は

10年平均が約 2.1 万円である。 

海路の消費単価と平均の宿泊費がほぼ同程度となっており、宿泊の増が消費の増

につながると考えられることから、今後は県内の滞在時間をできるだけ増やすこと

が１つのポイントであると考えられる。 

 

 

図表 255 空路・海路別の観光客の消費単価 

総消費単価 宿泊費 県内交通費
土産・
買物費

飲食費
娯楽・
収入費

その他

76,171 23,588 10,442 17,321 16,676 6,768 1,376

1人当たりの観光客全体消費単価（円）　2015年

86,010 86,857 87,714
82,624 82,682 80,022

83,814

92,976

102,413

111,844

18,899 20,498 20,199 19,486 19,857 20,212 20,075
26,657 25,169 24,954

72,622 72,239 72,209
69,094 69,515 68,962 66,924 67,659

73,238
76,171

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

（円）

国際航空搭乗客（空路） 国際船舶搭乗客（海路） 観光客全体（空路・海路）

 

出所）沖縄県「観光統計実態調査」より作成 

※消費単価の内訳は観光客全体の額しか公表されていない 



 

208 

 

 

（２） クルーズ船舶に係る経済効果 

クルーズ船舶に係る直接経済効果については、那覇港の港湾料金をもとに算出し

た。 

2021年時点における船の寄港数は、クルーズ乗船者数が 2015年の約５倍（2015

年：約 42万人→2021年：200万人）になると推計していることを踏まえ、寄港数も

2015年の５倍（2015 年：219回→2021年：1095回）になると想定した。 

上記から、2021年度におけるクルーズ船舶に係る直接経済効果は、約 17.7億円

と見込まれる。 

 

 

図表 256 港湾料金（那覇港） 

内容

徴収なし

4.50円/GT

1,000GTor喫水3mまで33,000円、以降1,228円/1,000GT+1,228円/喫水0.3m

基本料金(101,700円/隻)×２隻×２時間×割増料1.6

7万GTまでは総トン数に応じた基本料金×割増料1.5。7万GT超は(7万GTの基本料金193,000円

＋加算額13,000円/5,000GT)×割増料1.5

曳船(ﾀｸﾞﾎﾞｰﾄ)料

綱取放作業料

入港料

岸壁使用料

水先料

 

 

 

 

図表 257 2021年度におけるクルーズ船舶に係る経済効果 

1～

25,000GT

25,001～

50,000GT

50001～

75,000GT

75,001～

100,000GT

100,001～

125,000GT

125,001～

150,000GT

150,001～

175,000GT

にっぽん丸

（内航）

ヘナ

（海娜）

スカイシー・

ゴールデン・エ

ラ

コスタ・

アトランチカ

コスタ・

セレーナ

マリナー・

オブ・ザ・シー

ズ

クァンタム・オ

ブ・ザ・シーズ

GT 21,903 47,678 72,458 85,700 114,147 137,276 168,666 -

Water Depth 7.2 8.4 8.6 8.8 9.1 9.5 9.7 -

Passengers 408 1,308 1,814 2,112 3,000 3,114 4,180 -

2015年 20 39 111 14 14 14 7 219

2021年 100 195 555 70 70 70 35 1,095

原単位

（千円/回）
104,031 257,170 887,221 122,767 144,123 162,690 93,355 -

合計

（千円/年）
-

合計

対象クラス

代表船舶

船舶諸元

船会社が支払う費用

1,771,358

寄港回数
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（３） まとめ 

2021年度におけるクルーズ乗船者数（乗客＋乗組員）の目標値は 200万人、直接

経済効果（観光収入）の目標値は約 560億円とする。 

入港料や岸壁使用料といったクルーズ船舶に係る直接経済効果は、約 17.7億円と

見込まれる。 

上記を踏まえて、クルーズ船寄港に係る 2021年度の沖縄県への経済効果は、「乗

船者による直接経済効果＋クルーズ船舶による直接経済効果」より、約 600億円と

推計される。 

なお、現在は統計がない正確な下船者数と、入域者数との関係について、更に精

査が必要であることから、今後は上記の数値に関して明らかにしたうえで、より詳

細な経済効果を算出する必要がある。 

 

 

2021年度におけるクルーズ船寄港に係る経済効果の目標値 

（乗船者） （クルーズ船舶） 

560億円 ＋ 17.7億円 ＝ 577.7億円 ≒ “約 600 億円” 
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（４） クルーズ船寄港に係る各港周辺自治体等への経済効果（参考） 

2021年度におけるクルーズ船寄港による経済効果の目標値約 600 億円は、那覇市

の世帯消費支出額（2人以上の世帯）が約 23万円であることから、沖縄県全世帯数

56万世帯の約２分の１である 26万世帯の１か月の消費支出額に匹敵する。 

また、平成 27年度観光統計実態調査(平成 28年９月 23日公表)による消費単価は、

24,954円であることから、10人のクルーズ客の消費が１世帯（２人以上）の１か月

あたりの消費支出額に匹敵している。 

 

 

図表 258 世帯消費支出額（県庁所在地 H27平均）と沖縄県世帯数（H27） 

 

県庁所在地 円/月 県庁所在地 円/月
1 奈 良 市 334,972 24 京 都 市 282,808
2 東京都区部 331,229 25 甲 府 市 281,498
3 福 島 市 321,185 26 岡 山 市 279,855
4 さいたま市 315,386 27 広 島 市 279,516
5 富 山 市 313,798 28 福 井 市 279,454
6 横 浜 市 313,762 29 和歌山市 278,489
7 高 松 市 312,552 30 徳 島 市 277,856
8 長 野 市 312,467 31 名古屋市 276,953
9 金 沢 市 310,010 32 佐 賀 市 275,299
10 山 形 市 308,953 33 鳥 取 市 274,809
11 高 知 市 305,956 34 鹿児島市 273,828
12 千 葉 市 303,766 35 岐 阜 市 272,976

13 津   市 300,668 36 大 分 市 272,374

14 水 戸 市 300,625 37 札 幌 市 272,124
15 静 岡 市 299,712 38 松 山 市 268,439
16 福 岡 市 299,665 39 仙 台 市 267,661
17 山 口 市 299,578 40 前 橋 市 266,452
18 宇都宮市 296,903 41 神 戸 市 263,986
19 大 津 市 296,258 42 大 阪 市 260,187
20 熊 本 市 292,878 43 宮 崎 市 256,959
21 松 江 市 289,805 44 秋 田 市 249,778
22 新 潟 市 286,762 45 長 崎 市 244,581

23 盛 岡 市 286,439 46 那 覇 市 233,770

47 青 森 市 226,214   
出所）総務省統計局「家計調査（2016 年 2 月 16 日公表）」、沖縄県推計人口データ 

月 世帯
1月 560,172

2月 560,677

3月 561,242
4月 560,916
5月 565,157
6月 566,146
7月 567,000
8月 567,751
9月 568,547
10月 569,455
11月 570,576
12月 571,411

平均 565,754
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なお、地域経済への適切な波及のため、受入環境整備（着地型旅行を企画提供し

やすい環境整備）、旅行の安全・取引の公正確保（ランドオペレーターに係る制度創

設）、といった国家戦略特区法の一部改正等の検討が行われている。 

 

 

図表 259 国家戦略特区法の一部改正法概要 

 

出所）内閣府沖縄総合事務局運輸部企画室 提供資料 

 



 

212 

 

 

４． 沖縄の実情に合わせた沖縄クルーズ戦略の策定 

需要予測も踏まえた受入課題等の調査結果から、沖縄の実情に合わせた中期（３～５

年程度）の沖縄クルーズ戦略を策定する。 

 

４.１ 沖縄クルーズ戦略の骨子 

誘致戦略及び受入体制強化戦略の基本方針の概要を以下に示す。2016年の約３倍と

なる訪沖クルーズ乗船者数を誘致し、かつ持続可能な受入のために、全県的、関係機

関横断的な戦略とする。 

また本戦略では、「クルーズ拠点化と分散受入」、「県全土への波及と共生」、「PDCA

サイクルの構築」を３つの柱とし、全県的に誘致・受入が推進できる体制の構築を目

指す。 

 

 

図表 260 誘致戦略及び受入体制強化戦略の基本方針の概要 

全県的に誘致・受入が推進できる体制の構築

カジュアルからラグジュアリーまで対応し、沖縄を日本のカリブ海に

「クルーズ拠点化と分散受入」
「県全土への波及と共生」
「PDCAサイクルの構築」

2016年の約３倍となる訪沖クルーズ乗船者数を誘致し、かつ持続可能なのために、
全県的、関係機関横断的な戦略とする

2021年度

目標年次
外国人200万人（乗客+乗組員）

（2016年：72万人）
上記に加えて日本人６万人

目標値

目標

３つの柱

誘致・受入体制の強化
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図表 261 沖縄クルーズ戦略の３つの柱 

PLAN

DOCHECK

ACTION

(1)クルーズ拠点化と分散受入
沖縄を「国際クルーズ拠点」へと発展させ、訪日
クルーズ旅客数の2020年における目標値500万人の
達成を見据え、受入体制の整備に取り組む。この
需要増に適切に対応するため、寄港地の分散を図
るとともに、周遊観光地の分散化を図っていく。

分散

波及共生

(2)県全土への波及と共生
経済効果が県全体に波及するように、経済効果の
高いクルーズ船の誘致を図るとともに、下船後の
旅客の消費を誘導する仕組みづくりを進める。ク
ルーズ船の寄港増が、市民生活や港湾が持つ物流
機能と共生し、かつ自然環境への影響も最小限に
抑える持続可能な誘致・受入を進める。

(3)PDCAサイクルの構築
需要やニーズの変化に柔軟に対応できるよう、ク
ルーズ船の受入に関する現状把握や課題の抽出、
対応策の実施等、PDCAサイクルを構築する。

 

 

図表 262 分散受入のイメージ 

那覇港
（拠点港）

本部港

中城湾港

平良港

石垣港

那覇港
（基幹拠点港）
22万トンクラス

の受入

本部港
（拠点港）

中城湾港
（拠点港）

平良港
（拠点港）

石垣港
（拠点港）

※拠点港等の形成促進には民間活力の導入も検討

沖縄本島と石垣島・
宮古島との連携

島嶼部はスーパー
ヨットも活用
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需要予測の結果からもわかるように、中国におけるクルーズ市場の南下、アジア地

域への配船キャパシティの増加、「官民連携による国際クルーズ拠点」の取り組み等、

今後の沖縄におけるクルーズ拠点化の可能性が示されている。 

増加が見込まれるクルーズ船の受入にあたっては、拠点港として那覇港への寄港が

集中している現状から、将来的には那覇港が基幹拠点港となり、その他の県内各港も

拠点港としての役割を果たし、分散受入を行っていくことが重要となる。 

また、東アジアのクルーズ市場が急激に変化していることから、目標値や戦略も柔

軟に見直していく必要がある。クルーズ客の満足度向上や二次交通対策などの取り組

みを通じて、各港湾での PDCAサイクルと県全土の PDCAサイクルの連動が必要である

ことから、クルーズ船の誘致・受入目標等を適宜見直していくフレキシブルな対応が

必要となる。このことから、各港湾と県全土が連携した「沖縄クルーズマネジメント

体制」の構築を目指す。 

加えて、経済波及効果の検証を実施し、経年変化を確認していくことも重要である。 

 

 

図表 263 誘致・受入戦略の基本方針 

クルーズ市場に合わせた
柔軟な対応ができる

仕組みづくり

各港湾と県全土が
連携した体制を構築

＋

東アジアのクルーズ市場が
急激に変化

クルーズ客の満足度向上や
二次交通対策などの取り組み

目標値や戦略の柔軟な見直し
各港湾でのPDCAサイクルと

県全土のPDCAサイクルの連動が必要

「沖縄クルーズマネジメントの構築」に向けて

クルーズ受入目標を適宜見直しを図っていくフレキシブルな対応と
各港湾と県全土の総合的なマネジメント体制の構築が必要

※経済波及効果の検証を加え、経年変化を確認して情報公開していくことなど毎年精査を行う
 

 



 

215 

 

 

４.２ 誘致戦略 

誘致戦略については、以下の５つの視点をもとに、「より大型の船で、より多くの寄

港回数を」といった“量”ベースの誘致のみならず、「より経済効果が高く、より地域

との共生を可能とする」“質”をベースとした誘致にも注力する。 

 

図表 264 誘致戦略の視点 

①クルーズ需要が中国南部でも拡大しつつある現状を先取りし、 “東アジア全域”をターゲットとする。
また、日本人の需要開発にも取り組む。

②「大型船（量）」だけでなく、小型ラグジュアリー船やスーパーヨット等の「小型船（質）」もターゲットとし、多様
なニーズの発掘に取り組む。

③チャータークルーズによる数か所集中型ツアー中心の受入から、FITを中心とした、より全県へ経済効果が
浸透するスタイルの観光を誘引する。（クルーズ客の観光消費額を向上させ、かつ乗客の満足度を高める
体験メニュ ーの充実等）

④都市型の寄港地観光ではなく、海や自然と触れ合う観光を中心とした沖縄独自のブランドを前面に押し出
し、「海を活用した受入体制（通称「カリブ海スタイル」）」などを提案する。

※カリブ海スタイルとは、バスで市街地まで移動するのではなく、港湾周辺で過ごすスタイル。地域への経済
効果が高い。

⑤台湾発着や中国発着の「寄港地」から、フライ＆クルーズを中心とする「発着港」や「母港」としての役割転
換も見据えた商品造成コンセプトの転換を図る。

５つの視点

 

 

 

図表 265 （参考）カリブ海スタイルについて 

・きれいな海で過ごし、地元の文化芸能に触れ、地元の飲食を楽しむ。
・自分で港周辺の街に繰り出しそれぞれの時間を楽しむ。
・地元の創意工夫しだいでクルーズ客による経済効果を増大させることができる。

【参考】カリブ海スタイルについて

 

出所）グランドターク島クルーズセンターホームページ、カンクンインターナショナルコンベン

ションセンターホームページ 
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以上の５つの始点を踏まえ、（１）海外船社訪問・キーパーソン招へい、（２）海外

展示会等への参加、（３）広報活動などの誘致活動を実施する。なお、それらの活動に

あたっては、①東アジア発着クルーズ、②欧米からの世界一周等の周遊クルーズ、③

日本発着クルーズ、④日本船社クルーズといった４つのターゲット別の誘致戦略を考

える必要がある。 

 

図表 266 誘致戦略の流れ 

①東アジア発着クルーズ
②欧米からの世界一周等の周遊クルーズ
③日本発着クルーズ
④日本船社クルーズ

（４）ターゲット別の誘致戦略

（１）外国船社訪問・キーパーソン招へい
（２）海外展示会等への参加
（３）広報活動の実施

今後の誘致活動の取り組み内容
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（１） 外国船社訪問・キーパーソン招へい 

外国船社訪問・キーパーソン招へいにおける誘致活動の方針について、以下に整

理する。 

 

１） 外国船社への訪問 

外国船社への訪問については、「段階別」、「主体別」、「クルーズ商品別」の３つの

視点での誘致活動を行う。 

「段階別」については、誘致活動の段階によって担当窓口が変わる船社の組織形

態を踏まえ、沖縄の各港湾の誘致段階に応じた適切な船社担当窓口に対して誘致活

動を実施する。 

「主体別」については、船社が自主運航するクルーズと、傭船者が運航するチャ

ータークルーズによって、寄港地選定の権限を持つ主体が異なることを踏まえ、誘

致活動を実施する。 

「クルーズ商品別」については、船社国籍やクルーズ商品の違いによって異なる

寄港地選定のタイミングを踏まえ、適切な時期を見極めて誘致活動を実施する。 

 

 

図表 267 外国船社への訪問 

段階別の誘致活動

誘致活動の段階によって担当窓口が変
わる船社の組織形態を踏まえ、沖縄の
各港湾の誘致段階に応じた適切な船社
担当窓口に対して誘致活動を実施

主体別の誘致活動 クルーズ商品別の誘致活動

船社が自主運航するクルーズと、傭船者
が運航するチャータークルーズによって、
寄港地選定の権限を持つ主体が異なる
ことを踏まえ、誘致活動を実施

船社国籍やクルーズ商品の違いによっ
て異なる寄港地選定のタイミングを踏
まえ、適切な時期を見極めて誘致活動
を実施

Before After

①運航担当

②SM担当

※SM：セールスマーケティング
※PO：ポートオペレーション
※SE：ショアエクスカーション

③PO担当

④SE担当

①から段階を踏んで
誘致活動を実施

集
中

誘致活動が
SE担当へ
偏っている

自主運航
チャーター
クルーズ

船社への
誘致活動

傭船者への
誘致活動

日本船社 海外船社

１
年
前

半
年
前

１
年
半
前

２
年
前

２
年
半
前

３
年
前

旅
程
が
決
定

船
社
訪
問

旅
程
が
決
定

船
社
訪
問

東アジア
発着

日本発着
周遊ｸﾙｰｽﾞ

旅
程
が
決
定

船
社
訪
問
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２） キーパーソンの招へい 

キーパーソンの招へいについては、「セールス担当者の招へい」、「段階的な誘致」、

「誘致段階に応じた適切な実施」の３つの視点での誘致活動を行う。 

「セールス担当者の招へい」については、日本船社及び日本発着クルーズのセー

ルス担当者の招へいを行う。日本船社が運航する外内航クルーズについては、JOPA

（一般社団法人日本外航客船協会）等を活用して、日本船社の中で寄港地選定の権

限のある幹部や担当の紹介を受けて FAMトリップを実施する。また日本発着クルー

ズについては、日本国内の旅行会社が主催するチャータークルーズや海外船社のセ

ールス担当部門を対象として、FAM トリップを実施する。 

「段階的な誘致」については、「日本観光→沖縄観光→沖縄クルーズ」といったオ

ールジャパンによる観光誘致をきっかけとして、沖縄観光から沖縄クルーズへの段

階的な誘致を実施する。 

「誘致段階に応じた適切な実施」については、沖縄の各港湾の誘致段階に応じて、

海外発着クルーズを運航する船社の適切な担当窓口に対して、FAM トリップを実施

する。 

図表 268 キーパーソンの招へい 

日本船社及び日本発着クルーズのセールス担当者の招へい

日本船社が運航する外内航クルーズについて、
JOPA（一般社団法人日本外航客船協会）等を活
用して、日本船社の中で寄港地選定の権限のあ
る幹部や担当の紹介を受けてFAMトリップを実施

段階的な誘致
（日本観光→沖縄観光→沖縄クルーズ）

誘致段階に応じた適切な実施

オールジャパンによる観光誘致をきっかけとして、沖縄観光
から沖縄クルーズへの段階的な誘致を実施

沖縄の各港湾の誘致段階に応じて、海外発着クルーズを運
行する船社の適切な担当窓口に対して、FAMトリップを実施

①運航担当

②SM担当

※SM：セールスマーケティング
※PO：ポートオペレーション
※SE：ショアエクスカーション

③PO担当

④SE担当

①から段階を踏んでFAMトリップを実施

JOPA

日本クルーズ客船

郵船クルーズ

商船三井客船

日本発着クルーズについては、日本国内の旅行会社が主催する
チャータークルーズや海外船社のセールス担当部門を対象としてFAM
トリップを実施

【phase１】
JNTO等による日本の観光資源を紹介

【phase２】
沖縄の観光部局による

観光資源をキーとした誘致

【phase３】
沖縄のクルーズに着目して

クルーズ関係者に向けたセールスを実施

●ミキツーリスト（総代理店）
：日本支店（本店）

：（支店）

：（営業所）

※（）内は総代理店
●カーニバルジャパン

●MSCクルーズジャパン

●スタークルーズ

●コスタクルーズ
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（２） 海外展示会等への参加 

海外展示会等への参加における誘致活動の方針について、以下に整理する。 

 

１） 海外展示会への参加 

海外展示会への参加については、「沖縄県主催イベント等におけるクルーズ商品の

ＰＲ」、「船サイズ別のイベント参加」、「クルーズイベントにおけるプレゼンテーシ

ョン」の３つの視点での誘致活動を行う。 

「沖縄県主催イベント等におけるクルーズ商品のＰＲ」については、クルーズ商

品は観光商品の一つであることから、すでに沖縄県が中心となって展開している国

際観光イベント等にクルーズ商品を追加する形で、プロモーションを行う。 

「船サイズ別のイベント参加」については、各港湾で異なるターゲット船社及び

船サイズに応じて、参加する海外クルーズイベントの地域を決定する。 

「会議でのプレゼンテーション」については、国内外の多くの港湾がブースを構

える中、ブース出展のみでは情報が埋もれてしまうことから、本会議でのプレゼン

テーションを行い、インパクトのある誘致活動を展開する。 

 

 

図表 269 海外展示会への参加 

沖縄県主催イベント等における
クルーズ商品のPR

クルーズ商品は観光商品の一つである
ことから、すでに沖縄県が中心となって
展開している国際観光イベント等にク
ルーズ商品を追加する形で、プロモー
ションを行う

船サイズ別のイベント参加 会議でのプレゼンテーション

各港湾で異なるターゲット船社及び船サ
イズに応じて、参加する海外クルーズイ
ベントの地域を決定

国内外の多くの港湾がブースを構える中、ブース出展のみでは
情報が埋もれてしまうことから、本会議でのプレゼンテーション
を行い、インパクトのある誘致活動を展開

【沖縄ナイト in 韓国2016】

開催日 2016年11月16日

開催場所 韓国（ソウル）

主催 沖縄県、(一財)沖縄観光コ
ンベンションビューロー

概要 沖縄観光の紹介、芸能の披
露予定、商談会

商談会
参加者

韓国側：125人
沖縄側：35人/18企業・団体

【大型船】
アジアで開催されるイベントに参加（中

国、香港、韓国、台湾等）

【中小型船（スーパーヨット等を含む）】
欧米等で開催されるイベントに参加（マ

イアミ、地中海、北欧等）

時期 イベント名（地域）

5月 China International Cruise 
(Qingdao) Summit（中国）

6月 Seatrade Asia Pacific Cruise 
Congress（中国）

7月 Asia Cruise Forum Taiwan（台湾）

8月 Asia Cruise Forum Jeju（韓国）

10～
11月

Seatrade Cruise Asia Pacific
（ｱｼﾞｱ）

時期 イベント名（地域）

1月 NewYork Boat Show（ﾆｭｰﾖｰｸ）

1月 boot Duesseldorf（ドイツ）

3月 Seatrade Cruise Global（ﾏｲｱﾐ）

【金沢港がプレゼンテーション】
（Seatrade Asia Pacific Crusie Congress）
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２） クルーズイベントの自主開催 

クルーズイベントの自主開催については、「沖縄でのクルーズ・フォーラムの開催」、

「海外イベントにおける沖縄クルーズセッションの実施」、「国内で開催する観光イ

ベントの活用」の３つの視点での誘致活動を行う。 

「沖縄でのクルーズ・フォーラムの開催」については、韓国や台湾が毎年開催し

ているアジア・クルーズ・フォーラム等を沖縄で開催し、沖縄県に海外の船社や旅

行代理店等のクルーズ関係者を集め、東アジアのクルーズ拠点としての知名度向上

を図る。 

「海外イベントにおける沖縄クルーズセッションの実施」については、Seatrade

などのクルーズイベントにブースを構えるのではなく、個別のセッション（沖縄ク

ルーズセッション）を行い、そこに海外のキーパーソンをパネリストとして招へい

する（中国や韓国は Seatradeなどの海外クルーズイベントで、独自にパネルディス

カッションをセットし PRを実施している）。 

「国内で開催する観光イベントの活用」については、国内で開催する国際的な観

光イベントを活用して、沖縄クルーズイベントを開催する。 
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図表 270 クルーズイベントの自主開催 

沖縄でのクルーズ・フォーラムの開催

韓国や台湾が毎年開催しているアジア・クルーズ・フォーラム等を沖縄
で開催し、沖縄県に海外の船社や旅行代理店等のクルーズ関係者を
集め、東アジアのクルーズ拠点としての知名度向上を図る

海外イベントにおける沖縄クルーズセッションの実施

国内で開催する観光イベントを活用

Seatradeなどのクルーズイベントにブースを構えるのではなく、個別のセッション（沖縄クルーズ
セッション）を行い、そこに海外のキーパーソンをパネリストとして招へいする。（中国や韓国は
Seatradeなどの海外クルーズイベントで、独自にパネルディスカッションをセットしPRを実施）

国内で開催する国際的な観光イベントを活用して、沖縄クルーズイベントを開催する

開催日 イベント名（開催場所）

2016.9.21-23 VISIT JAPAN Travel & MICE Mart 2016
（東京ビックサイト）

2016.12.6 第 26 回国際ミーティング・エキスポ
（IME2016）（パシフィコ横浜）

2017.9.21-24 ツーリズムEXPOジャパン2017（東京
ビックサイト）

【国内の国際的観光イベント例】

ツーリズムEXPOジャパン2016の様子  
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（３） 広報活動の実施 

広報活動の実施における誘致活動の方針について、以下に整理する。 

広報活動の実施については、「ブランディング活動の展開」、「SNS、口コミサイト

等の活用」、「クルーをターゲットとした広報活動」の３つの視点での誘致活動を行

う。 

「ブランディング活動の展開」については、船社や旅行代理店への誘致活動に加

えて、クルーズ商品を実際に購入する一般消費者向けの B to Cに着目し、数多くあ

る観光商品の中から沖縄クルーズの選択につなげるためのブランディング活動を展

開する（「Be.Okinawa」の浸透、キャッチコピー、ゆるキャラ、ロゴマーク等）。 

「SNS、口コミサイト等の活用」については、国内外で浸透している SNSやチャッ

ト、口コミサイト等を活用し情報提供を行うとともに、人々の消費行動に影響を与

えるインフルエンサーと連携して、各国の状況にあった B to Cによる PR活動を展

開する。 

「クルーをターゲットとした広報活動」については、クルーズ船に乗船するクル

ー（乗組員）は、寄港地から見るとリピーターであり、将来、家族や親戚等を連れ

て訪沖する潜在的な顧客にもなることから、クルー向けの寄港地観光情報の提供等、

広報（PR）活動を展開する。 

 

 

図表 271 広報活動の実施 

ブランディング活動の展開

船社や旅行代理店への誘致活動に加え
て、クルーズ商品を実際に購入する一般
消費者向けのB to Cに着目し、数多ある
観光商品の中から「クルーズ」を選択し、
さらにデスティネーションとして「沖縄」を
選択するブランディング活動を展開する。
（「Be.Okinawa」の浸透、キャッチコピー、
ゆるキャラ、ロゴマーク等）

SNS、口コミサイト等の活用 クルーをターゲットとした広報活動

海外で流行するSNSやチャット、口コミサ
イト等を活用し情報提供を行うとともに、
人々の消費行動に影響を与えるインフル
エンサーと連携して、各国の状況にあっ
たB to CによるPR活動を展開する。

クルーズ船に乗船するクルー（乗組員）
は、寄港地から見るとリピーターであり、
海外発着の国・地域から見ると将来、
家族や親戚等を連れて訪日する潜在
的な顧客になることから、クルー向けの
寄港地観光情報の提供や口コミサイト
の構築等、広報（PR）活動を展開する。

【国内（クルーズ）港のロゴマークの例】

【ゆるキャラ（博多港）の例】

【中国の２大ソーシャルメディア】

・1対多数への情報発信に活
用

・日本で言えばFacebookやツ
イッター

・拡散性が非常に高い
・日本を含め、世界中の企業

が最新情報を定期的に発信
することやプロモーションを
実施している

・1対1のコミュニケーションで利
用

・友達・知り合いのみのクロー
ズドなネットワークでの情報
の広がり

・日本で言えばLINE

那覇クルーズターミナルの待合所で
乗組員が無料Wi-Fiを使っている様子

【海外向けの主要ソーシャルメディア】
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（４） ターゲット別の誘致戦略 

前述の誘致活動においては、クルーズの運航形態等に応じたターゲット別の誘致

戦略が重要である。本戦略では、「東アジア発着クルーズ」、「欧米からの世界一周等

の周遊クルーズ」、「日本発着クルーズ」、「日本船社クルーズ」の４つのターゲット

それぞれの誘致戦略について、以下に整理した。 

 

図表 272 ターゲット別の誘致戦略 

【特徴】
・主なクルーズ旅客は、北米や欧州である。
・クルーズ船のサイズとしては、中～小型船のラグジュアリー船が対象となる。
・東アジア発着クルーズに比べると、質の高い観光が求められている（スーパーヨット等）。

【誘致戦略】
・クルーズ商品の旅程が1年半～２年前に決まるため、２年～２年半前には船社訪問やキーパーソン招へい
が必要である。

・Seatrade Cruise Global（ﾏｲｱﾐ）といった欧米でのクルーズイベントに参加する。
・Facebookといった欧米で人気のSNSや口コミサイトを活用し、PR活動を行う。

欧米からの世界一周等の周遊クルーズ

【特徴】
・主なクルーズ旅客は、中国、台湾、香港、東南アジアである。
・クルーズ船のサイズとしては、大型船が対象となる。
・現状としては団体ツアーが多いが、今後FIT（個人旅行）へのシフトすることが予測される。

【誘致戦略】
・クルーズ商品の旅程が半年～１年前に決まるため、１年～１年半前には船社訪問やキーパーソン招へいが
必要である。

・Seatrade Asia Pacific Cruise Congress（中国）といった東アジアでのクルーズイベントに参加する。
・WechatやWeiboといった東アジアで人気のSNSや口コミサイトを活用し、PR活動を行う。

東アジア発着クルーズ

 

【特徴】
・主なクルーズ旅客は、日本である。
・クルーズ船のサイズとしては、中～小型船のラグジュアリー船が対象となる。
・周遊クルーズと同様に、質の高い観光が求められている。

【誘致戦略】
・クルーズ商品の旅程が1年～１年半前に決まるため、１年半～２年前には船社訪問やキーパーソン招へい
が必要である。

・地元では当たり前の物も県外の人にとっては新鮮で驚きがあることなどから、各地域・離島の旬な情報を提
供する。

・一般消費者向けに「クルーズ」と「沖縄」を選択するブランディング活動を展開する。（キャッチコピー等）
・FacebookやTwitterなど日本で人気のSNSや口コミサイトを活用し、PR活動を行う。

日本船社クルーズ

【特徴】
・主なクルーズ旅客は、日本＋世界である。
・クルーズ船のサイズとしては、大～小型船の幅広いサイズが対象となる。
・東アジアや周遊クルーズの要素を網羅しつつ、フライ&クルーズのポテンシャルも高い。

【誘致戦略】
・クルーズ商品の旅程が1年半～２年前に決まるため、２年～２年半前には船社訪問やキーパーソン招へい
が必要である。

・B to C向けにも開催されている国内の主要旅行博に、沖縄クルーズをテーマにしたブースを出展して、PRを
行う。

・金沢港がSeatrade Asia Pacific Crusie Congressで発表したように、クルーズ会議でのプレゼンを行う。
・Facebook、Wechat、Weiboといった海外で人気のSNSや口コミサイトを活用し、PR活動を行う。

日本発着クルーズ
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４.３ 受入体制強化戦略 

（１） ハード面の対応方針 

受入体制強化戦略のうち、ハード面の対応方針を以下に整理した。次ページ以降

では、対応方針の各項目における方策について示す。 

 

 

図表 273 ハード面の対応方針 

（１）ハード面の対応方針
１）岸壁不足及びクルーズ船のへの対応

①岸壁の絶対数の早期確保
②大型クルーズ船の接岸ができる港湾群の整備
③超大型クルーズ船への拠点的対応
④岸壁の稼働率の向上

２）旅客ターミナルや常設の受入施設の整備促進に向けた対応
①既存ストックの活用等による低コストかつ機能性に優れた施設の整備
②民間の資金や経営ノウハウを活用した新たな整備・運営手法

３）更なる港湾整備を見据えた母港化の推進
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１） 岸壁不足及びクルーズ船の大型化への対応 

岸壁不足及びクルーズ船の大型化への対応として、「岸壁の絶対数の早期確保」、

「大型クルーズ船の接岸ができる港湾群の整備」、「超大型クルーズ船への拠点的対

応」、「岸壁稼働率の向上」について、以下に整理した。 

 

① 岸壁の絶対数の早期確保 

「岸壁の絶対数の早期確保」については、2016年の約３倍となるクルーズ船の接

岸が可能な岸壁の絶対数を早期確保するために、以下の取り組みを行う必要がある。 

 

【取り組み内容例】 

①新たなクルーズ専用岸壁の整備（母港や発着港としての活用を目指す【那覇港、

石垣港、平良港等】） 

②既存ストックを活用したクルーズ停泊施設の整備（既存の防波堤を係留施設と

して改良【平良港】） 

③クルーズ船の受入ができる貨物ふ頭（クルーズ兼用岸壁）の確保【中城湾港等】 

④「官民連携による国際クルーズ拠点」の取り組み推進【本部港、平良港】 

 

 

図表 274 那覇港の第２クルーズバースの整備予定位置（再掲） 

第２クルーズバースの整備予定位置

 
注）第２クルーズバースについては、貨客兼用の岸壁 

出所）那覇港管理組合 
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図表 275 「官民連携による国際クルーズ拠点」の取り組み（本部港）（再掲） 

 

 

 

 

図表 276 沖縄各港の整備スケジュール（再掲） 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

那覇港
22万トン級客船寄港が可能
な第２バースの整備

本部港
官民連携による国際クルー
ズ拠点として、20万トン級
客船への対応に向けた整備

中城湾港
クルーズ受入体制の強化を
図るなど中城湾港の継続的
な利活用に向けて検討中

水深９ｍ延長340ｍ

水深12ｍ延長410ｍ

漲水地区において11万トン
クラスまで受入可能な貨物
船・客船兼用バースの整備

官民連携による国際クルー
ズ拠点として、14万トン級
客船への対応に向けた整備

石垣港
（連続バース）

平良港

2020年完成予定

中城湾港の継続的な利活用について検討中

2018年春 暫定供用（５万トン）

2024年度完成予定

浦添ふ頭地区のクルーズ拠点

検討中

2018年度 整備完了予定（７万トン）

完成時期は未定（14万トン）

2016年度

泊地整備完了予定（５万トン）

2017年度ドルフィン完成予定

（22万トン受入可）

2020年完成予定
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② 大型クルーズ船の接岸ができる港湾群の整備 

「大型クルーズ船の接岸ができる港湾群の整備」については、16～17万トンクラ

ス対応岸壁の整備を行う必要がある。 

 

【取り組み内容例】 

①大型クルーズ船対応岸壁の複数配置 

短期間で効果的な国際クルーズ拠点を形成するため、クルーズ船社による投

資と港湾管理者による受入環境の整備を組み合わせた新しい方法で、国際クル

ーズ拠点の形成を図る必要がある（事例：マイアミ港）。 

 

図表 277 大型クルーズ船対応岸壁の複数配置の事例（マイアミ港） 

 

 

 

②既存ストックを活用したクルーズ停泊施設の整備 

既存ストックを活用し、クルーズ停泊施設の整備を短期間で行う（事例：済

州港、平良港は防波堤を利用）。 

 

図表 278 既存ストックを活用したクルーズ停泊施設の整備（平良港）（再掲） 
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③ 超大型クルーズ船への拠点的対応 

「超大型クルーズ船への拠点的対応」については、世界最大級の 22万トンクラス

の接岸ができる岸壁の整備を行う必要がある。 

 

【取り組み内容例】 

22万トンクラス対応岸壁の整備及び早期の供用開始 

2021年度の目標値であるクルーズ乗船者数 200万人達成のために、22万トンク

ラス対応岸壁の早期供用開始が求められる（那覇港）。 

 

 

図表 279 22万トン級のオアシス・オブ・ザ・シーズ 

 
出所）ロイヤルカリビアンホームページ 
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④ 岸壁の稼働率の向上 

「岸壁の稼働率の向上」については、クルーズ船による経済効果をフルに享受す

るためにも、県内港湾が連携することによる柔軟かつ効率的な体制を構築する必要

がある。 

 

【取り組み内容例】 

①各岸壁の空き状況が一目でわかるような WEBシステムの構築等（船社向け） 

②船社の寄港キャンセルによる稼働率低下を防ぐためのブッキングルールの改善

（ブッキング時にデポジット（保証金）を要求する等の対応） 

③貨物ふ頭におけるクルーズ船の利用可能日数の拡大 

 

 

図表 280 岸壁の稼働率の向上 

岸壁の稼働率の向上

①各岸壁の空き状況が一目でわかるようなWEBシステムの構築（船社向け）
②船社の寄港キャンセルによる稼働率の低下を防ぐためのブッキングルールの改善（ブッキング時にデポジット（保証

金）を要求する等の対応）
③貨物ふ頭でのクルーズ船の利用可能日数の拡大

現在 将来

寄港回数の分散化・平準化イメージ

那覇港 石垣港 平良港 中城湾港 本部港

受入許容量
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２）旅客ターミナルや常設の受入施設の整備促進に向けた対応 

旅客ターミナルや常設の受入施設の整備促進に向けた対応として、「既存ストック

の活用等による低コスト整備かつ機能性に優れた施設の整備」、「民間の資金や経営

ノウハウを活用した新たな整備・運営手法」について、以下に整理した。 

 

① 既存ストックの活用等による低コストかつ機能性に優れた施設の整備 

「既存ストックの活用等による低コストかつ機能性に優れた施設の整備」につい

ては、“質”の高いクルーズ商品に対応するため、クルーズ専用の旅客ターミナル等

の受入施設の整備を行う必要がある。 

 

【取り組み内容例】 

①シンプルで機能的なクルーズ専用の旅客ターミナルを低コストで整備（ハンブ

ルグ港） 

②既存上屋（倉庫等）を一時的に旅客ターミナルとして活用できるように改修（キ

ール港） 

③常設テントによる受入施設の整備（チベタベキア港） 

 

 

図表 281 既存ストックの活用等による低コストかつ機能性に優れた施設の整備 

既存ストックの活用等による低コストかつ機能性に優れた施設の整備

①シンプルで機能的なクルーズ専用の旅客ターミナルを低コストで整備（ハンブルグ港）
②既存上屋（倉庫等）を一時的に旅客ターミナルとして活用できるように改修（キール港）
③常設テントによる受入体制の整備（チベタベキア港）

ハンブルグ港

キール港

チベタベキア港
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② 民間の資金や経営ノウハウを活用した新たな整備・運営手法 

「民間の資金や経営ノウハウを活用した新たな整備・運営手法」については、旅

客ターミナルの整備・運営に民間の資金やノウハウを活用する必要がある。 

 

【取り組み内容例】 

①PFIや PPPの手法を活用した官民による旅客ターミナルの整備・運営の実施 

②大型ショッピングモール等を併設した旅客ターミナルの開発 

③クルーズ旅客一人当たりの施設利用料を徴収し、独立採算による経営ができる

仕組みの導入検討 

 

 

図表 282 民間の資金や経営ノウハウを活用した新たな整備・運営手法 

民間の資金や経営ノウハウを活用した新たな整備・運営手法

①PFIやPPPの手法を活用した官民による旅客ターミナルの整備・運営の実施

②大型ショッピングモール等を併設した旅客ターミナルの開発

③クルーズ旅客一人当たりの施設利用料を徴収し、独立採算による経営ができる仕組みの導入検討

整備 運営 管理

民間 官庁

グランドターク島

※「官民連携による国際クルーズ拠点」形成の取り組みを促進する
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３） 更なる港湾整備を見据えた母港化の推進 

  更なる港湾整備を見据えた母港化の推進については、まず寄港地としての実

績やノウハウを積み重ねていくことにより、将来的に発着港や母港を目指す。 

 

 

図表 283 更なる港湾整備を見据えた母港化の推進 

更なる港湾整備を見据えた母港化の推進

まず寄港地としての実績やノウハウを積み重ねていくことにより、将来的に発着港や母港を目指す。

那覇港に
必要な
母港化
の機能

顧客マーケットが最も重要

観光資源が豊富で魅力的

※船社ヒアリングより

入出国手続きの簡素化

少なくとも２隻のクルーズが寄港できるバース

寄港地

発着港

母港

将来的に目指す那覇港等のポジショニング
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合わせて、母港等の定義について、船社ヒアリングの結果を以下に示す。なお、

那覇港の母港化については、顧客のマーケットや集客が重要であるといった船社の

意見が挙げられている。 

 

図表 284 母港、拠点港、発着港（ターンアラウンド港）の定義 

定義

母港 ・クルーズの乗り換えが可能であり、一定期間においてクルーズ船が停泊できる。（プリン
セス）

・クルーズ航路の始点と終点が同一の港であり、当該港で乗客の乗下船が実施可能である港。
（RCI）

・クルーズ船の発着地として、専用ターミナルを有し、旅行社も多く、後背地に大きな市場
があること等。（MSC）

・当地もしくは周辺地区において、一定量の持続的な顧客マーケットがある。（Ctrip）
・母港、拠点港、発着港は同じとの認識である。（コスタ）

拠点港 ・母港の一種であり、クルーズ船社の本部や直属機構の所在地である。また、部品などの補
充が可能である。（プリンセス）

・母港の一種であり、主にクルーズ船の就航が集中している港。例えば上海や天津は母港の
中の拠点港である。青島は母港ではあるが、クルーズ船の就航が比較的少ないため、拠点
港には含まれない。（RCI）

・現地の観光資源が豊富で、ワンストップで買い物ができる。（Ctrip）

発着港 ・出発地と目的地が異なる港を指す。（プリンセス）
・母港と異なり、乗船場所と下船場所が離れている。例えば上海で乗船し、シンガポールで
下船などがそれにあたる。（RCI）

・飛行機、鉄道などの公共交通が発達しており、多様なグレードの宿泊需要を満たせる。
（Ctrip）

その他 ・母港、拠点港については、明確な定義はない。立地、インフラ（ハード）、ニーズ、CIQ体
制、地元からの乗船など様々な要因により決まるものと認識している。（ｽﾀｰｸﾙｰｽﾞ）

 

 

図表 285 那覇港の母港化についての意見・要望 

意見・要望

母港化 ・顧客マーケットが最も重要である。例えば上海には何億ものマーケットがある。あるいは
シンガポールのように、人口は少なくとも、周辺国や自国に観光資源が豊富で、多くの観
光客が飛行機で訪れるような場所も母港の好事例のひとつである。（プリンセス）

・乗客の半分は地元客である必要があり、那覇港では市場規模からして難しい。（プリンセ
ス）

・那覇港の場合は、当地の人口が少ないため、東京や大阪のように外国人観光客を強力に引
きつける必要がある。（プリンセス）

・本土と海を隔てている沖縄に来るには、飛行機を利用せざるを得ないため、県外・海外か
らどれだけ集客できるかが重要である。（プリンセス）

・なお、中国に近いという優位性があるため、本土から日本人を誘致して中国へのクルーズ
を楽しんでもらうのも一つの方法である。（プリンセス）

・顧客マーケットが最も重要である。（RCI）
・少なくとも２つのクルーズが寄港できるバースを有することが必要である。（Ctrip）
・港湾がクルーズ産業を重視し、船の出入港及び旅客の入出国手続きを簡素化することが必
要である。（Ctrip）

・クルーズ船社と旅行社を引きつける助成金政策を実施することが必要である。（Ctrip）
・クルーズ商品は地元の人々の購買にかかっているため、母港には充分な顧客マーケットが
必要である。（コスタ）

・当地に非常に魅力があって、外から観光客を呼び込んでクルーズに乗せられることが必要
である。（コスタ）

・鹿児島あたりは可能性あるかもしれないが、那覇港ではホームポートは難しいのではない
か。（ｽﾀｰｸﾙｰｽﾞ）
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（２） ソフト面の対応方針 

受入体制強化戦略の中のソフト面の対応方針を以下に整理した。次ページ以降で

は、対応方針の各項目における方策について示す。 

 

 

図表 286 ソフト面の対応方針 

（１）ソフト面の対応方針
１）県全土への経済効果の波及と住民生活や環境との共生に向けた対応

①各港湾と県全土が連携した体制構築
②クルーズ産業の構築

２）クルーズ関連人材の育成やプール化・共有への対応

３）バス・タクシーの必要台数の確保等及び二次交通への影響を抑える仕組みづくり

４）ITを活用した情報マーケティングの推進
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１） 県全土への経済効果の波及と住民生活や環境との共生に向けた対応 

県全土への経済効果の波及と住民生活や環境との共生に向けた対応として、「各港

湾と県全土が連携した体制構築」、「『クルーズ産業』の構築」について、以下に整理

した。 

 

① 各港湾と県全土が連携した体制構築 

「各港湾と県全土が連携した体制構築」については、クルーズ市場に合わせた柔

軟な対応ができる仕組みづくりやマネジメント体制の構築のため、アニュアルレポ

ート等を継続して作成していく必要がある。 

 

【取り組み内容例】 

①クルーズ船や旅客の増加に対して、交通渋滞等の地域住民への影響や自然環境

への影響等、受入実態や経済効果を定期的にチェックするモニタリング体制を

検討していく。（例：各港における実際の上陸者数の把握等） 

②県や各港湾管理者、クルーズ促進連絡協議会等が連携した沖縄クルーズマネジ

メント体制を構築する。（例：客層やニーズの異なる大型船と小型船の同日入港

時には、港湾管理者、船社、旅行社等で綿密な情報共有を行う） 

③上記のマネジメント体制について、今年度の実施施策の内容や目標値の達成状

況、次年度の目標値や施策内容等を記述した「沖縄クルーズアニュアルレポー

ト（仮称）」を作成し、地域住民やクルーズ関係者に提供することでアカウンタ

ビリティの履行を図る。 

 

 

図表 287 各港湾と県全土が連携した体制構築の流れ 

クルーズ市場に合わせた
柔軟な対応ができる仕組みづくり

マネジメント体制の構築

①クルーズ船や旅客の増加に対して、交通渋滞等の地
域住民への影響や自然環境への影響等、受入実態
や経済効果を定期的にチェックするモニタリング体制
を検討していく。

（例：各港における実際の上陸者数の把握等）

②県や各港湾管理者、クルーズ促進連絡協議会等が
連携して実施する沖縄クルーズマネジメント体制を構
築する。

（例：客層やニーズの異なる大型船と小型船の同日入
港時には、港湾管理者、船社、旅行社等で綿密な情
報共有を行う）

アニュアルレポート作成

③上記のマネジメント体制について、今年度の実施施
策の内容や目標値の達成状況、次年度の目標値や
施策内容等を記述した「沖縄クルーズアニュアルレ
ポート（仮称）」を作成し、地域住民やクルーズ関係者
に提供することでアカウンタビリティの履行を図る。
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② 「クルーズ産業」の構築 

「『クルーズ産業』の構築」については、クルーズ市場に合わせた柔軟な対応がで

きる仕組みづくりが必要である。 

 

【取り組み内容例】 

①沖縄県の地元食材をクルーズ船内へと供給する体制を強化するとともに、クル

ーズ港湾の周辺に、クルーズ船内に供給する食材をストックするリーファータ

イプの共同倉庫の設置・運営を検討する。 

②東アジア全域のクルーズ船の配船や寄港地の選定、港湾開発等を総合的に管理

する、欧米クルーズ船社の東アジアの統括支社を誘致する。 

③クルーズ船に係る税制優遇や規制緩和等を研究し、クルーズ産業の構築に向け

た施策展開を検討する。 

④原則先着順の寄港予約ルールを見直し、より経済効果の高い船や渋滞対策への

協力度合い等を踏まえた予約ルールの導入を検討する。 

 

 

図表 288 クルーズ産業の構築のための沖縄の観光資源の活用促進 

沖縄の個性の再認識、伝統的交流文化（DNA）の活用促進

・クルーズ＆宿泊
・クルーズ＆ショッピング
→沖縄アウトレットモールあしびなー、イオンモール沖縄ライカム、国際通り 等

・クルーズ＆アクティビティ
→シュノーケリング、ダイビング、ホエールウォッチング、カヤック 等

・クルーズ＆沖縄の伝統・文化体験
→シーサー作り体験、琉球衣装着付け体験、三線演奏体験 等

・クルーズ＆観光
→首里城、美ら海水族館 等

クルーズセンターと観光施設が隣接している様子
（カリブ海 グランドターク島）

マイアミ港 クルーズターミナル 鹿島港（工業港の開発事例）

地元ならではの観光資源を活用した滞在メニューの充実・強化
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２） クルーズ関連人材の育成やプール化・共有への対応 

クルーズ関連人材の育成やプール化・共有への対応として、「人材の確保及び育成」

については、ガイドや通訳の“量”の確保と“質”の向上に向けた仕組みづくりが

必要である。 

 

【取り組み内容例】 

①ガイドや通訳等ができる人材（ボランティア含む）を事前に登録し、フレキシ

ブルにオファーができる仕組みを構築する。（留学生や主婦等、幅広く登録する） 

②英語や中国語以外に、今後様々な国籍の旅客の訪沖が見込まれる中、旅客の多

国籍化に対応できる人材が調達できる仕組みを構築する。（県内だけでなく、海

外からも人材調達ができる仕組みづくり） 

③通訳案内士制度に関する取り組みを踏まえつつ、海外クルーズ船社や旅行代理

店と連携し、ガイドや通訳を養成・活用する体制の強化を検討する。 

④県内大学や港湾管理者、クルーズ船社、旅行代理店等が連携し、東アジアのク

ルーズ市場の動向や船社の戦略を把握できる体制を検討する。 

 

 

図表 289 人材の確保及び育成 

人材の確保及び育成

①ガイドや通訳等ができる人材（ボランティア含む）を事前に登録し、フレキシブルにオファーができる仕組みを構築す
る。（留学生や主婦等、幅広く登録する）

②英語や中国語以外に、今後様々な国籍の旅客の訪沖が見込まれる中、旅客の多国籍化に対応できる人材が調達
できる仕組みを構築する。（県内だけでなく、海外からも人材調達ができる仕組みづくり）

③通訳案内士制度に関する取り組みを踏まえつつ、海外クルーズ船社や旅行代理店等と連携し、ガイドや通訳を養
成・活用する体制の強化を検討する。

④県内大学や港湾管理者、クルーズ船社、旅行代理店等が連携し、東アジアのクルーズ市場の動向や船社の戦略を
把握できる体制を検討する。

多言語人材
登録・派遣
システム

（仮）

クルーズ船情報
・寄港日
・寄港時間
・必要ガイド数
・国籍（言語）

主婦

留学生

その他
ボラン
ティア

情報提供

オファー

事前登録
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３） バス・タクシーの必要台数の確保等及び二次交通への影響を抑える仕組みづ

くり 

バス・タクシー等のクルーズ関連車両の不足や二次交通体系の見直しを図るため、

「バス・タクシーの必要台数の確保等」、「二次交通への影響を抑えるための仕組み

づくり」を検討する必要がある。 

なお、本報告書では、寄港時間や、必要台数を勘案したクルーズ関連車両のコン

トロール（配車）機能の強化などマクロ的な分析を行っているが、個々の港の寄港

船と配車対応スペースのあり方などについて、今後さらに分析・検討する必要があ

る。 

 

 

【取り組み内容例（バス・タクシーの必要台数の確保等）】 

①クルーズ船の寄港見通しとバスやタクシー等の保有台数などの情報を突合し、

バス・タクシーの最適な配車を行うクルーズ関連車両のコントロール機能の強

化を図る。（予測と配車の双方を実施するコントロールセンターの設置検討等） 

②港湾周辺を徒歩で観光できるウォーターフロント開発を行い、団体観光から FIT

（個人旅行）への客層シフトを図る（誘導する）ことで、観光バス・タクシー

への過度な依存を抑制する。 

③港湾と主要な観光地とを循環するシャトルバスの運行や、路線バスの活用促進

を図り、観光バスに依存しない寄港地観光スタイルを提供する。 

④タクシーの少ない離島地域においては、自家用有償旅客運送制度等を活用する

ことで、バス・タクシーの不足を補う。 

 

 

【取り組み内容例（二次交通への影響を抑える仕組みづくり）】 

①市街地から観光地の駐車場への導線が渋滞するケース（首里城など）では、途

中にトランジットエリア（乗り換え場）を設置し、シャトルバスへと乗り換え

を行うことで渋滞を回避する（例：那覇港の実証実験）。 

②複数船舶が同日に入港する場合、各船舶の入港時間をずらし、時差を徹底する

ことで、旅客の観光地への到着時間が集中しないようにコントロールする。 

③周遊する観光地が一箇所に集中しないように、周遊観光地の分散化を図る。（新

たな観光地の創出等） 

④ITによる交通情報を活用した渋滞回避システム等の構築を検討する。（修学旅行

用観光バスの行程情報の共有、渋滞回避ルートの情報提供、観光地の混雑情報

の提供等） 
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図表 290 バス・タクシーの必要台数の確保のための取り組み例（コントロールセンター） 

クルーズ船 二次交通
・寄港日 ・寄港時間
・旅客数 ・国籍 etc

・バス台数 ・タクシー台数
・運転手数 etc

両者の情報をもとに
適切な配車を行う

 

 

 

 

図表 291 二次交通への影響を抑える仕組みづくり（那覇港の事例） 

 

出所）内閣府沖縄総合事務局運輸部企画室 提供資料 
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図表 292 （参考）国家戦略特区法の一部改正法概要（自家用車タクシー） 

自家用有償運送
（道路運送法）

自家用自動車の活用拡大
（国家戦略特区法）

タクシー事業
（道路運送法）

事業内容
自家用自動車による旅客運送

（登録制）
同左

事業用自動車による旅客運送
（許可制）

主な運送対
象

地域住民 訪日外国人をはじめとする観光客 全ての旅客

運送主体 市町村、非営利団体 同左 運送事業者

安全要件

〇運転者 ：第二種運転免許又は
大臣認定講習等

〇車両 ：車検期間は２年
（初回は３年）

〇運行管理：責任者の選任

同左

〇運転者 ：第二種運転免許
〇車両 ：車検期間は１年
〇運行管理：国家資格
〇役員 ：法令試験

実施手続

〇地域関係者による合意
・市町村、運送事業者又は運送事業者団体、
地域住民 等（地域公共交通会議又は運
営協議会）

〇国家戦略特別区域会議による
計画策定
・国家戦略特区担当大臣、地方公共団体の
長、事業実施予定者 等
・計画策定にあたり市町村、事業実施予定者、
運送事業者が別途事前協議

〇国土交通大臣の同意

〇内閣総理大臣による認定

一部改正法案閣議決定

一部改正法公布

一部改正法施行日

平成２８年３月１１日

平成２８年６月 ３日

平成２８年９月 １日

 

出所）内閣府沖縄総合事務局運輸部企画室 提供資料 
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４） ITを活用した情報マーケティングの推進 

ITを活用した情報マーケティングの推進については、「SNS、口コミサイト等の活

用」、「ITを活用した、人に頼らない次世代型観光スタイルの確立」を行う必要があ

る。 

 

【取り組み内容例（SNS、口コミサイト等の活用）】 

①海外で流行する SNSやチャット、口コミサイト等を活用して情報提供を行うと

ともに、人々の消費行動に影響を与えるインフルエンサーと連携して、各国の

状況にあった B to Cによる PR活動を展開する。 

 

【取り組み内容例（ITを活用した次世代型観光スタイルの確立）】 

①港湾周辺を徒歩で観光できるウォーターフロント開発を行い、団体観光から FIT

（個人旅行）への客層シフトを図る（誘導する）ことで、ガイドに依存しない

寄港地での滞在モデルを提供する。（カリブ海モデル） 

②スマートフォンのアプリ等で寄港地周辺の観光情報を提供することで、ガイド

に依存しない次世代型の観光スタイルを確立する。 

 

 

図表 293  ITを活用した情報マーケティングの推進 

ITを活用した次世代型観光スタイルの確立

①港湾周辺を徒歩で観光できるウォーターフロント開発
を行い、団体観光からFIT（個人旅行）への客層シフト
を図る（誘導する）ことで、ガイドに依存しない寄港地
での滞在モデルを提供する。（カリブ海モデル）

②スマートフォンのアプリ等で寄港地周辺の観光情報を
提供することで、ガイドに依存しない次世代型の観光
スタイルを確立する。

中国人のブログの口コミによって行列ができているラーメン店の様子

那覇クルーズターミナルの待合所で乗組員が無料Wifiを使っている様子

SNS、口コミサイト等の活用

①海外で流行するSNSやチャット、口コミサイト等を活
用して情報提供を行うとともに、人々の消費行動に影
響を与えるインフルエンサーと連携して、各国の状況
にあったB to CによるPR活動を展開する。

【中国の２大ソーシャルメディア】

・1対多数への情報発信に活用
・日本で言えばFacebookやツイッター
・拡散性が非常に高い
・日本を含め、世界中の企業が最新情報を定期

的に発信することやプロモーションを実施して
いる

・1対1のコミュニケーションで利用
・友達・知り合いのみのクローズドなネットワーク

での情報の広がり
・日本で言えばLINE

【海外向けの主要ソーシャルメディア】
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（参考） 

那覇市と NTTグループは外国人観光客に関する Wi-Fiアクセスデータの分析を進

めている。ツイッターに投稿された観光客の生の声とセットで分析し、何時ごろ、

どこにどんな言語圏の人が集まっていたかを把握し、例えば同じラーメン店でも、

中国の観光客が好む店と台湾・香港の観光客が好む店に違いがあることなどが分か

っている。 

 

 

図表 294 （参考）Wi-Fiアクセスのヒートマップ 

 

出所）沖縄タイムス（2017.1.10） 
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４.４ 沖縄クルーズ戦略の最終イメージ 

誘致・受入戦略の推進に向けては、全県的に誘致・受入を推進するマネジメント

体制を受け皿に、様々な取り組みが必要であると考えられる。 

ここでは、沖縄クルーズ戦略における「クルーズ拠点化と分散受入」、「県全土へ

の波及と共生」、「PDCAサイクルの構築」の３つの柱ごとに、今後必要と考えられる

Output及び Input の最終イメージを以下に例示する。 

 

（１） クルーズ拠点化と分散受入 

クルーズ拠点化と分散受入については、継続的な港湾整備や寄港誘致等の「“港湾”

の拠点化」、新たな観光メニューの提案等の「“観光地”の分散受入れ」、戦略的な誘

致活動といった「誘致する“クルーズ船”の分散」の３つの視点について取り組む。 

 

クルーズ拠点化と分散受入

“港湾”の拠点化

“観光地”の分散受入れ

誘致する“ｸﾙｰｽﾞ船”分散
船社の分散

Outcome Output Input

船舶サイズの分散

基幹拠点港と拠点港の形成

ハブ＆スポーク構築

那覇市内からの分散

新たな観光地の開拓

戦略的な誘致活動の展開
（欧米船強化、キーパーソン
招聘、展示会参加、広報PR
等）

継続的な港湾整備、寄港誘
致活動等

港湾ネットワークの強化、テ
ンダーステーション設置検討
等

県内各観光施設等における
受入体制及び情報発信の強
化等

観光・滞在メニューの拡充・
提案等

戦略的な誘致活動の展開
（船社タイアップ強化、テン
ダーステーション設置等検
討、小型ラグジュアリー船
やスーパーヨット誘致等）
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（２） 県全土への波及と共生 

県全土への波及と共生については、クルーズ産業構築等の「“経済効果”の波及」、

交通渋滞の抑制といった「“住民生活”との共生」、海域環境の保護といった「“自然

環境”との共生」の３つの視点について取り組む。 

 

県全土への波及と共生

“経済効果”の波及

“住民生活”との共生

“自然環境”との共生

Outcome Output Input

クルーズ産業の構築

地元での消費拡大

交通渋滞の抑制

海域環境の保護

沖縄県クルーズ促進連絡協
議会の積極的活用等

各港湾受入体制の強化、全
県的な情報共有促進、FAM
ツアーやセミナーの実施等

二次交通の利便性向上に向
けた実証事業等

各種周知活動（船社・旅行
社向け／県内向け）、環境
部局との連携強化、沖縄県
観光危機管理基本計画に
よる対応想定等
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（３） PDCAサイクルの構築 

PDCAサイクルの構築については、全県的、関係機関横断的な推進体制の構築とい

った「“マネジメント体制”の構築」、市場調査の継続実施を図る「“需要推計”の定

期的見直し」、社会環境への影響等の把握といった「“モニタリング”の実施」の３

つの視点について取り組む。 

 

PDCAサイクルの構築

“ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ体制”の構築

“需要推計”の定期的見直し

“モニタリング”の実施

Outcome Output Input

全県的、関係機関横
断的な推進体制の構
築

市場調査の継続実施

受入実態（上陸者数
や交通量等）の把握

社会環境への影響等
の把握

沖縄県クルーズ促進連絡協
議会の積極的活用等

クルーズ船受入実態や市場
マーケティング等に係る各
種調査の実施等（例：船社
等からの情報収集スキーム
の構築等）

クルーズ船受入実態や市場
マーケティング等に係る各
種調査の実施等（例：船社
等からの情報収集スキーム
の構築、二次交通調査等）

クルーズ船受入実態や市場
マーケティング等に係る各
種調査の実施等（例：県民
や県内事業者向けのアン
ケート実施等）
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