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第4章 自由回答

1.経営・稼働状況

宿泊サービス 那覇

①修学旅行が減った（民泊の増加、少子化）
②旧正月には過剰受入れにより県内がパンク状態であった。
③自社駐車場がなく、修学旅行の受け入れ・見送り(朝)に当たり、大通りや公共施設側に修学旅行のバスを
連ねて停車せざるを得なく、朝の交通の妨げになってしまっている。

④ホテルの乱立。
⑤周囲を公共施設と民家に囲まれ、災害・消防・耐震など安全面の確保に前向きに取り組みたいのにクリア
しなければならない基準は立地柄他より高くなりばかりで優遇処置などもなく、費用はかさむ一方・・・

宿泊サービス 中部

アジア圏からの団体ツアーを受け入れるようになり、安定した集客を確保できるようになった半面、言葉の
壁や、マナーの問題等はまだまだあると思います。
また、チャーター便での到着団体は那覇空港到着時間の関係でホテル到着が２３時過ぎとなる事も多く、夜
間のスタッフ増員等も検討課題となっています。

宿泊サービス 那覇

この時期は、台風の影響に大きく左右される時期、航空会社が、「天候を理由とした取消料免除」宣言をす
ると、一斉に予約の取消が発生し、さらに台風が接近すると、取消料免除の機能を悪い方に活用した、帰れ
ないかもしれない観光客の予約が旅行会社経由で殺到する。飛行機に乗れたら、予約の取消を行う行為が蔓
延する。台風が直撃しても営業していかなければならない、宿泊業には死活問題。

小売 那覇

各企業ともに人材確保に必死で”時給アップ”を強いている状況であり、今後もさらに続いていくかと思いま
す。
人材不足 ⇒ 店舗閉店 になる可能性もありますが、
時給アップ ⇒ 人件費高騰 ⇒ 利益（剰余金）減少 ⇒ 会社の体力（資本）減少 で、ゆくゆくは倒
産という可能性もあるかと思いますので、今後の企業動向・将来性は心配する必要性があります。

小売 那覇

近隣店舗の変化により売上げの増減がありますが、客単価および利益率の減少になっているため、以前の
ような想定できる経営状況ではないと感じています。
その状況の中、雇用に関する法律関係は企業への負担を重くのせかける法整備等を行っているため、現状

の中小零細企業への実情を把握しきれていないと思っております。人材あっての店舗運営ですが、今後雇用
関係の締め付けにより運営できない、しいては会社倒産・店舗閉店が起こりうる可能性が弊社・他社含め大
きくなっているかと実感しております。
イベント運営はどんどんして頂きたいのですが、一企業へのメリットはあっても、多数業者へのメリット

へはまだまだ繋がっていないかと思われます

小売
八重山諸
島

離島ならではの流通コストや航空料金の削減や補助。

スポーツ・娯楽サービ
ス

北部
取扱人数及び売上は各月とも昨年を上回ったが、同業他社との価格競争の激化と増税、仕入れ価格の高騰等
により利益率及び収益額が大きく減少する結果となった。薄利多売の典型事例となってしまった。民泊修学
旅行の増加により、低収益のマリン部門のみ増加となり、その他は１割程度減少してしまった。

スポーツ・娯楽サービ
ス

北部
例年、気温の低下と共に、利用客数の減少がみられる。１２月冬至の日に実施した、シークヮーサー湯が好
評だった。冬季は、温泉同様のものが求められている。

スポーツ・娯楽サービ
ス

中部
景気に左右されやすく、冬シーズンの仕事量も少ない。作業潜水などの斡旋などもあれば嬉しい。北谷まで
のシャトルバスが増えると嬉しい。

スポーツ・娯楽サービ
ス

南部 ・海外への酒類持ち込み制限で客単価がなかなか上がらない

スポーツ・娯楽サービ
ス

南部

・泡盛の工場見学は時期的に冬場(１０月～４月)の年輩の方の利用が多い観光バスシーズンの集客はある程
度見込めるが、若者やファミリー層のレンタカーのシーズンには弱い。
・沖縄の伝統地場産業である泡盛をもっとＰＲしなければならない。まだ泡盛を飲んだ事がないお客様は多
くいる。泡盛と沖縄料理=観光収入にも繋がると思うので県外や海外でもＰＲ強化していきたい。

スポーツ・娯楽サービ
ス

八重山諸
島

今の現状だと夏場は景気にはあまり関係なく集客しているが、（サービスの質を落とさない為断っているの
が現状）台風が一つ来れば数百万の損失につながる、その為に雇用の問題にもつながり経営を圧迫する事も
ある、農家や漁業者は台風や設備等（現サトウキビ工場など）の遅れで保証や支援があるのに観光で売って
いる町・沖縄県なのにサービス産業への補助などが余りにも少ない、ただ観光のアピールだけするのではな
く、もっと受け入れ側の整備。補助、援助をもっとして欲しいです。
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2.人員動向・人材育成

3.外国人観光客（インバウンド）対応

宿泊サービス 那覇
各派遣会社さんは、派遣するスタッフのレベルもバラバラなので、例えばﾋﾞｭｰﾛｰさんが認定した1社から、登
録した各宿泊施設へ派遣することで、品質も保たれるので安心して手配依頼できるのに。。。と思います。

飲食サービス 宮古諸島
専門学校や大学がないので、アルバイトの若い人材が特に不足しています。せめて、高校生のアルバイトの規
制を緩くして頂けると少しは島の経済も発展させられると思うのですが・・・・・・

小売 北部
地元の人々の、日常を、体験出来る小規模な、店舗などにも、いろいろな情報を、提供してほしい。マップ作
成、無料雑誌掲載など、大手の企業の海外バイヤーとの、商談会も大事ですが、観光客が、来たときの、対応
の、勉強会も、開いてほしい

スポーツ・娯楽サー
ビス

北部

昨年後半から外国人の利用者（特に中国人）が増えています。
案内表示などお客様が利用し易い様にいろいろ工夫をしていますが、言葉や習慣の違いでなかなか上手く対応
できていない部分があります。
独自で研修等を実施しようと思っていますが、県の主催で北部地区の外国人受け入れ講習会等を実施してほし
いです。

スポーツ・娯楽サー
ビス

中部

それぞれの職種が連携して、沖縄観光の質と量を底上げし、一体感を持って沖縄観光振興に貢献できればと思
います。
異業種の交流や勉強会などにも積極的に参加していき、沖縄全県で取り組んでいけるような、仕組みになれば
いいと思います。
引き続き、沖縄県やOCVBを中心に情報提供いただけますようお願いいたします。

旅行代理店その他の
予約サービス

那覇

ホテル、バス（特にドライバー）が年間通しても絶対数が足りない。県の中長期的な政策で積極的な財政投資
（投資に対する半額補助等）を期待したい。中国語ガイドが足りず、沖縄県地域限定通訳案内士試験の簡素化
による有能なノンライセンスガイドの活用。通訳案内士の年間を通してのガイド収入安定化に向けた県の支援
政策。シンガポール直行便定期運行の早期実現。

旅客輸送サービス 南部
バス乗務員不足が深刻になり、仕事はあるが受注できない状況が発生。今後もさらに乗務員不足が加速する

と思われる。

宿泊サービス
慶良間諸
島

電話での英語の予約の対応ができない。

スポーツ・娯楽サー
ビス

八重山諸
島

外国人観光客を増やしたいのであれば、「沖縄らしさ」が重要ではないでしょうか？表記にしても「英語」だ
けでいいと思います。「中国語、韓国語、台湾、」まるで何処の国かわからなくなると思います。沖縄らしさ
英語＋うちなー方言はどうでしょう！

スポーツ・娯楽サー
ビス

八重山諸
島

①石垣島には現実的に外国人対応が出来るダイビングショップが二店しかなく、受け入れ態勢が不十分。当店
を含め受け入れているショップがノウハウ等を提供し、石垣島としての受け入れ態勢を充実させる事が出来れ
ば海外ダイバーの更なる取り込みは間違いなくできる。
②タイなどの東南アジアダイビングリゾートでは外国人ダイビングガイドを積極的に雇用し、その結果として
それらの国からのダイバー呼び込みに成功している。これに比較して日本は外国人雇用に対して非常に制約的
な為、ダイビング業界においては非常に大きなマイナスになっている。

スポーツ・娯楽サー
ビス

八重山諸
島

多言語の緊急時(津波)誘導標識が一切ありません。(日本語もありません)市町村の問題ですが、４月に津波注
意報が出ても、自転車で移動している(散策)外国人が気になりました。
矢印で誘導するような多言語の看板が必要。

スポーツ・娯楽サー
ビス

慶良間諸
島

毎年の事だがオフシーズンの売り上げの落ち込みに課題がある。日本人よりヨーロッパの人たちが座間味に大
勢来るが、宿泊のみで、ダイビングはしないパタンがほとんど。 寒さ対策も必要である。

スポーツ・娯楽サー
ビス

北部
海外客のマナー。駐車場及びトイレの問題。生活環境が違うため使用後のトイレットペーパーが散乱する。
ポップにて標記はしているが理解できていない客がいる。

旅客輸送サービス 那覇
・天変地異などの災害時に外国人旅客に対し的確な旅客案内ができない。（避難先や今後の情報収集方法の案
内など)

旅客輸送サービス
慶良間諸
島

外国人向けの、翻訳アプリの開発などはないでしょうか？主要6か国くらいのものがあればうれしいです。
またそういったものを、国外線の飛行機の中で案内したり、沖縄の窓口となる場所で周知していただけると嬉
しい。

輸送設備レンタル
サービス

八重山諸
島

多言語の標識（観光名所、注意事項等々）パンフレットの設置。トラブル等が発生した場合、多言語で迅速に
対応できる窓口の設置（出来れば24時間体制）等々が出来れば、各施設も安心して取組みが出来るのではと
思う。
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文化サービス 那覇
リーガルの問題が中々改善されず、受注時お客様がグアムやハワイに変更してしまう事がある。必要書類の提
出方法等変更事項が多々ある為、もう少し簡素化して海外のお客様の取り込みをもっと重要視していきたい。

5.リゾートウェディング

宿泊サービス 南部
・民泊の需要が多い中で、民泊受入れ家庭数をさらに増やしていく必要がある。
・家庭の受入れに対する意識の高さが異なるため、意識レベルの一定化に向けた勉強会等の充実が必要であ
る。

宿泊サービス 南部

・受入れに向けて、受入れ家庭へ簡易宿所営業の取得を勧める必要があるが、市町によって消防の基準がま
ちまちであることや、民泊が地域にとって観光推進、経済効果の面で、重要な役割を果たすということへの
理解が、まだまだされていない部分がある。
・修学旅行の時期がおおよそ決まっているため、予約日程が重なってしまうことが多く、多くの学校を断る
ことになる。

宿泊サービス 宮古諸島 ・民家の高齢化による減少があるため、補充民家が課題となる。

スポーツ・娯楽サー
ビス

北部

他府県で医療機関を受診した際には、時間に制約がある修学旅行生だと最優先で診てもらえるところが多い。
病状や急ぎの患者の有無にもよるのでしょうが、時間に制約があり慣れない旅先での修学旅行生の生徒児童
の診療を優先することを県医師会にでも依頼できないものでしょうか。 診察や薬をもらう時間がかかりす
ぎて、後の行程に支障が出たケースも多く、観光立県を標榜する資格すら問われています。沖縄県民にもそ
の理由と背景を理解いただくことも重要であります。

スポーツ・娯楽サー
ビス

北部

修学旅行の航空運賃（ＳＥ運賃）の再三の値上げ等により、修学旅行を取り巻く環境は極めて厳しくなって
います。但し、テロや政情不安、円安等により海外修学旅行から国内修学旅行へと戻る傾向がいっそう強ま
るとみています。また、国際交流をもっと深めるためにも、韓国や台湾、中国などからの観光客の誘客を今
まで以上に力を入れ、これから海外からの受入を考え始める事業所にも支援事業をお願いしたいと思ってい
ます。宜しくお願い申し上げます。

4.民泊・修学旅行

第4章 自由回答

6.イベント

宿泊サービス 北部
イベントなどの交通手段等の情報不足。近年増加する海外観光客の定番よりも更に地元に密着したイベント
の情報、また宿側の伝達力不足。

宿泊サービス 中部
オフシーズン期の集客で効果的なイベントがほしい。行政、県レベルで。夏場のマリンスポーツに匹敵する
位のもの。当施設の課題でもあり、観光業全体の課題であると考えます。

小売 北部
コンベンションビューロー主催での都市部での開催はメディアによく取り上げられますが、地方の頑張って
いる小さな企業市町村に光を当ててほしい。例えば（那覇空港の）ウェルカムホールでの本部町の日（アセ
ロラ・カツオが取れました等）今帰仁の日（スイカ・ゴーヤー‥）

スポーツ・娯楽サー
ビス

那覇

ホエールウォッチングも低価格競争になってしまい、それ以外に目玉となる集客ツールが無く、眞栄田岬の
青の洞窟スノーケルのように集客のピークを過ぎた後、どのように観光客を集めるかが課題です。中国の正
月？にあたる2月前後の休みには中国人の観光客が沖縄にも多く訪れるので、その時期に日本一早い花火大会
と銘打ってイベントを行ってみるのはいかがでしょうか？海開きも日本一早く、桜の開花も日本一早いので、
花火も日本一早く打ち上げることで海外からだけではなく、国内からも観光客が訪れるのではないかと考え
ます。打ち上げる花火の数も日本一だとインパクト大だと思います。
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7.交通

宿泊サービス 那覇
レンタカーの受入れ制限を検討して頂きたい。弊社のような駐車場保有台数が少ないホテルは駐車場の確保
と案内するスタッフの人件費が加わり困難である。

宿泊サービス その他離島
那覇ー離島間にLCCが就航していない場合、就航している離島と比べて価格に差が出てしまうことが、観光客
が伸び悩む原因となっている。各離島へのLCCの早期就航を望みます。また船便が比較的小さな波でも欠航す
るため対策必要（食材等は、全て船で入ってくる為）

文化サービス 那覇 個人旅行でレンタカー以外の移動手段が必要。遠回りに思えるが、結局はLRTの実現が解決の近道と考える。

旅客輸送サービス 北部
レンタカーを利用される海外のゲストの交通ルールーを指導してほしい。自国のルールとの違いをマニュア
ル化するなり、事故防止の指導を強化すべき。タクシーは監査等ペナルティーがあるのに、レンタカーがほ
ぼ規制なしで増加していくのはどうかと思います。

輸送設備レンタル
サービス

那覇
以前は台湾・フランス・ドイツ・スイス・ベルギー・など免許証の公式な日本語訳を県内でできたが、現在
は沖縄では発行出来ず福岡に郵送して手元に来るまで1週間程かかる。滞在中に運転出来ないなどトラブルが
あり、現地でも対応出来る機関が必要。（台湾は那覇に発券出来る機関がある）

宿泊サービス 中部

沖縄にお越しになるお客様はレンタカーを利用されますが、レンタカーを利用せずにお越しになるお客様も少
なくありません。そういったお客様に関しては近くに観光場所をご案内させていただきますがバスの乗り継ぎ
などでご案内がとても難しくなります。各施設一定の場所からの直通のバスなどがあればご案内もしやすくな
るかと思われます。

飲食サービス 北部

有って欲しいと思うものは、恩納村内の格安の巡回バス。海外のリゾート地をみても巡回バスの便利さはとて
も良い！ まだまだ、沖縄の観光業は出来ることは沢山あると思う沖縄県民がもっと観光地化について積極的
になり県全体で取り組まないとより良いリゾート地にはならないだろう。観光業が盛り上がれば県全体が潤い
より住みやすい県になるのではないでしょうか。

文化サービス 中部
当施設への最寄バス停まで徒歩で30分かかるというのは、大きな問題だと思っております。せめて、徒歩10
分くらいの所には、バス停がほしいです。

旅行代理店その他の
予約サービス

那覇
貸切バスが修学旅行等の国内マーケットの大型団体の影響で予約が取れず、また新料金制度により対前年で3
倍以上の料金アップによる二重苦により、顧客が行き先を沖縄から多方面に切り替えざるを得ない状況が続い
た。

旅客輸送サービス 南部
たとえば、３日間乗り放題バス（すべての路線バスに滞在中乗れるようなもの）法的な制限があるので今は出
来ませんが、リゾートホテル～観光施設を巡回するバスなどを運行したいと考えます。法的には、路線バス行
為になるので、料金面など問題がありますが、理想としてはこのようなバスが今後必要になると思います。

8.バス

9.駐車場

宿泊サービス 北部
今後、県として１０００万人観光客誘致の目標を掲げているが、受け入れ準備にも。かなりの重要性を感じて
欲しい。（インフラの整備とくに駐車場の問題は深刻）

宿泊サービス
八重山諸
島

お客様のレンタカー需要が増えているが、現状敷地内に駐車場は無く、近隣で駐車場を賃貸して借りているが、
足りておらず近隣にまとまった駐車場も見つけられず駐車場不足が課題。

宿泊サービス
八重山諸
島

家族旅行が多い夏休みシーズンによる、レンタカー増車を受けて、ホテル内駐車場の満車状態となり、駐車ス
ペースが課題となっている状況。

スポーツ・娯楽サー
ビス

北部 駐車場の拡大。レンタカーの駐車スペースが夏場は不足する。

文化サービス 中部

・エリア全体での駐車場不足が集客に影を落としている。近年、周辺空地＝臨時駐車場用地がなくなり、ます
ます問題が悪化している。来場者には公共交通機関の利用を呼びかけるなどしているが、催事がある時とない
時で公共交通機関利用者数の落差が激しいことから、十分な路線数が確保できない。今後の顧客離れが懸念さ
れる。
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11.自然環境・美観

宿泊サービス 北部
幹線道路もそれ以外の道も雑草が伸び放題、非常に恥ずかしいことです。路線バスが古宇利島まで通ってい
ない事も問題です、なぜなら国内外に観光地として大々的にアピールしているにもかかわず・・・・・・・。

飲食サービス 北部
恩納村５８号線沿いの雑草が目立つリゾート地であるならばもう少しそういうところも気にしたほうが良い
のではないでしょうか。
海外の方の車の運転も今後増えてくると思うので今後色々な対策が必要。

スポーツ・娯楽サー
ビス

那覇

漁業者にあるような保障制度、例えば台風などの自然災害による休業補償や風評被害による保証、公共事業
等による営業被害補償など、現在、渡嘉敷周辺で砂取船による砂の浚渫が行われていますが、近くにある
チービシではダイビングエリアの砂がなくなり岩がむき出しになったり、サンゴが死滅したりと、明らかに
砂を浚渫していることが原因で水中環境が変わりサンゴやそこに生息していた魚たちが減っています。全盛
期の10分の1程度です。仕事の合間に仲間と、サンゴの植え付けを行ったり水中清掃を行っていますが、自
費で行うことが多くそういった外部環境からのリスクに対する保証制度などがダイビング事業者には全くあ
りません。

文化サービス その他離島

沖縄での一番の観光資源は、海の美しさ、豊かさだと考えています。その海の美しさは、島の森と川と大地
の健全さに育まれています。私たちは、クメジマボタルの生息地として直接影響のある河川の環境を整える
ことが、海の環境保全につながる事も理解し、島の人々の暮らしや生き方にも関わる問題だと、赤土流出、
農薬、不法投棄ゴミ等の対策を可能な限り行いながら、地域住民や行政への呼びかけにも努力しています。
それと同時に未来の担い手でもある地域の子どもたちが、足元の自然を理解するための環境学習や体験学習
も、学校現場の先生方や保護者の協力を得ながら行っています。
こうした活動の一環として、私たちは、観光ガイドを行っています。
それは、過去、現在、そして未来の地球環境に欠かせない自然の魅力を紹介する役割のガイドは、自然の魅
力と大切さを伝えると同時に、守り育てる役割と責任を担っていると考えているからです。
しかし、沖縄の観光プログラムに見られる自然案内の多くは、場所の案内や知識のアナウンスが、対価価値
で受け取られ、そうした価値判断でエスカレートしてゆく状況が、本来あるべき自然環境を失わせる要因の
一つになる事を感じ、真剣に危惧しています。

10.インフラ整備

宿泊サービス 那覇 波の上ビーチの水質をもっと改善してほしい。

宿泊サービス 八重山諸島

航空費見直しによる、運賃上昇での入客数低下への対策、石垣ブームのピークを過ぎた場合の早い段階での
次策の施行、ランニングやロードバイク、トレイルランなどへの対応のインフラの整備、観光地のインフラ
（駐車場、シャワーや更衣室）など清潔で快適な施設の管理（費用発生でも良い）運営、整備を市などに強
化してほしい

飲食サービス 北部

恩納村、名護市の海沿いの５８号線では観光客のかたの路上駐車。記念写真の撮影などで事故の原因となる
ことが多々あると思うのですがその対策として海沿いの駐車場の設置を行い、観光客の方が気軽に駐車でき
記念写真の撮影などリラックスできる場所を作っても良いのではないでしょうか。より沖縄を楽しんで頂き
記念になる写真など思い出を持って帰って頂くことが次回の沖縄旅行につながるのではないでしょうか。

スポーツ・娯楽サー
ビス

南部

外国語対応についてしっかりした計画を立てる必要がある。特に大陸系。
クルーズ船による持ち込みサイクリングの増大については、案内板等を含め、交通形態として、先進県や、
諸外国での事例を見習い実行する必要があると考える。（日本は、自転車に対しての交通環境は、後進国と
なっていると考える）

スポーツ・娯楽サー
ビス

八重山諸島

やはり、この時期はゲストの方も少なくなり売上もかなりさがる時期、海も時化る為にツアーも開催出来な
い日が多々あるのが毎年の問題で、アルバイトも島を出て行く時期でもある、今後の課題はこの時期は開催
場所を島の南側や西側に移してある程度穏やかな海峡での開催をして行きたいが、使用船舶の停泊場所がな
く停泊出来ないのが現状なので、観光業者が停泊できるよう整備を進めてほしい思いがある。（漁師の為に
漁港はあるが漁船以外は止められず手続きも複雑である。）

スポーツ・娯楽サー
ビス

八重山諸島 小浜港まわりの修学旅行生受入設備がない。１００名程度の雨、風をしのげる施設が必要だ。

スポーツ・娯楽サー
ビス

八重山諸島
当社は２５年前より自然体験学習として修学旅行生を受入している。最大の問題は小浜島にそれらを受け入
れる設備がないことです。地元が理解してくれない現状がある。レクチャールーム、更衣室、トイレ、シャ
ワー等の集合センターの設置を行政としてプッシュ願いたい。これはライフラインだ。

旅行代理店その他の
予約サービス

那覇

日本全国の中で沖縄は代表的な観光地であるにもかかわらず、玄関口の那覇空港の到着ロビーの分かりにく
さ、ピーク時はゆいレールの改札口には長蛇の列、レンタカー送迎車待ちスペースは道まであふれて待機、
リムジンバスの乗り場が分かりにくい等々観光客に不便さを感じ悪印象が残る。国際線ターミナルも１年前
足らずとは思えない設計で、空港ターミナル全体と周辺を含め改善をすべき。

旅客輸送サービス 北部 街灯・歩道の整備。

第4章 自由回答
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第4章 自由回答

12.県産食材・飲食

宿泊サービス 那覇

県産食材全般に沖縄県在中にもかかわらず、いい県産食材はすべて東京に取られている。例えば、沖縄の地
元に来ているのに、最高の県産食材が希少性を高め、高額になり、沖縄は本末転倒を起こしている。沖縄な
のになぜフィリピンやタイの食材しか手に入らないのか本末転倒である。沖縄の現状が、県産食材を見るだ
けで本質が見えてくるので、もっと県としてしっかりしてほしい。

宿泊サービス 中部
・近年増加しているアレルギー者（宗教含む）の対応として京都府などを参考にして行政で統一してほしい。
各施設ごとにばらつきが見られる。利用者からも不信感の声が出ている。

宿泊サービス 宮古諸島
県産品利用を積極的に行っているが、値段が割高な感じがある。また、魚なども近くの市場などから仕入れ
るが海外産が主で流通していないのかと感じる。

宿泊サービス 宮古諸島
・県産品の加工品に関して、加工することで割高になるのは当然だと思うが、需要を把握・とりまとめをし
た上で加工施設などを整備することにより県産品の活用や値段調整などが可能となると思う。

13.助成金・補助金

宿泊サービス 中部

沖縄は立地条件から、他県に比べて県外からの労働力調達のハードルが非常に高いため、県外からの就労者
を誘導する施策、もしくは県外からの就労者（外国人含め）を受け入れる企業への費用（住居対策等）補助
等の施策を県政に望む。また、沖縄は不就労人口の割合が高いとのデータを見たことがあるが、これの改善
にもなんらかの対策が必要ではないかと思う。

スポーツ・娯楽サー
ビス

那覇

非常勤で仕事をお願いしているスタッフが韓国人のため、年末にかけて韓国人の予約が入り、通訳をしても
らいましたが今後のことも考えると英語が話せるスタッフを最低1名、通年を通して雇いたい。雇い入れる
ために期間限定ではなく、通年通して、もしくは5年程度の長期期間対象になる助成金等があると雇用しや
すくなります。現在ある助成金がほとんどの場合、6月前後から翌年2月くらいまでなので通年雇用の場合、
中途半端に助成金が終了してしまうので使い勝手が悪いです。

旅客輸送サービス 中部 観光産業において環境保護活動をしていますが、これに対して助成金を受けられるようにして欲しい。

旅客輸送サービス 南部
外国人観光客へのアプローチとして、東京都でオリンピックの時期に合わせて翻訳機を導入するようだ。沖
縄県では導入の際に補助などあるのだろうか？

14.その他・意見
宿泊サービス 北部 台風時・雨天時の体験等ができず、満足度が低くなるのが心配です。

小売 北部
7月-9月期はレンタカーのお客様が増えるのでたとえばバスやタクシーを利用する観光客に特典を与えてみ
てはどうでしょうか？たとえばホテル、土産品店で使える商品券、発送利用券（お土産品店や宿泊ホテルで
使える）大型店舗やスーパー道の駅などは使えないなど・・・勝手ではありますが（一括交付金）

小売 南部

・関連業種の慢性的な人員不足（⇒対象業種の雇用対策、関連業種競技大会等の導入）
・県内交通状況の悪化（⇒自動車・バス以外の交通手段導入）
・増加する車輌に対する駐車場不足問題（⇒高架下・空き地等の有効活用推進）
・宗教的な特殊事項に対する対応力不足（⇒ハラル・礼拝所等の設置推進））
・FREEWi-Fi等の通信環境の対応力不足（⇒通信費用負担の補助周知等）

スポーツ・娯楽サー
ビス

北部
競争が厳しく、利益確保がままならない状況で、経営が厳しい。ゴルフ業界存続の為、「ゴルフ利用税」を
廃止して欲しい。

旅行代理店その他の
予約サービス

那覇

沖縄での最大の問題は供給量に限界があるのに、航空会社の追加・チャーターフライト・チャータークルー
ズ等を受け入れてしまって、結果現場で大混乱になっているケースが多く見受けられる。行政サイドで大枠
の調整を是非実施していただきたい。将来を見据えてインフラ整備、特にホテル客室増・貸切バス増を実施
する業者への減免税対応・財政支援、空港～リゾート地区の二次交通の整備等、行政がイニシアチブをとっ
て整備頂きたい。

旅行代理店その他の
予約サービス

那覇
沖縄県全体として「エボラ出血熱」に対する備えが手薄な印象がある。好調に見えるが万一のことがあると
一気に瓦解する。要警戒。

旅客輸送サービス 北部

北部地区に限らず、悪天候の場合案内できる施設が少なくゲストが楽しめる空間がもっと必要です。台風の
際の停電は長引くこともあり特に宿泊施設は大変だと思います。街路樹の整備や電線の埋設など考慮してい
ただきたい。国際免許でレンタカーを利用するゲストが増えましたが、危険な運転も多く、レンタカー会社
に対する指導もしてほしい。

旅客輸送サービス 南部
個人的移動が多くなり人とのつながりが少なくなって地元の人の話を聞いたり良い所を見たりがなくなって
いっていると思う。数年後にはリピーターがへるのでは？

輸送設備レンタル
サービス

那覇
・観光客にとっては、朝夕のバス専用レーンは無い方がいいと思います。例えば、夏場のシーズンだけなく
すとか学校の休みだけなくすとかの対策が出来ればと思います。

輸送設備レンタル
サービス

その他離島
今期は、前期の後半同様北海道（札幌）からのパークゴルフを目的とした50～70歳代のお客様が平日休日
問わずご利用がありました。
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