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観光の定義 

余暇、レクリエーション、業務などの目的を問わず非日常圏への旅行。 

観光客の定義 

ビジネス、レジャーあるいはその他個人的な目的で1年未満の期間、非日常圏に移動する旅行者。観光客には出
張や家事・帰省などの旅行者も含む。また、県内の日帰りレジャー客も含む。 

従業員の定義 

次の①、②いずれかに該当する者のことをいう。 
①期間を定めずに、または1ヶ月を超える期間を定めて雇われている者 
②日々または1ヶ月以内の期間を定めて雇われている者のうち、調査期間の前2ヶ月で、それぞれ18日以上雇われ
ている者。別経営の事業所から出向または派遣されている人（受入者）は含むが、別経営の事業所へ出向または
派遣している人（送出者）は含まない。また、臨時のアルバイト・派遣社員のように、ごく短期間の勤務者は従
業員に含まない。 

売上、利用者数の考え方 

※売上は、有価証券、土地・建物、機械・器具などの有形固定資産など、財産を売却して得た収入は含めない。 

指定事業所売上額
（日常利用と観光

利用を含む）

指 定 部 門
売 上 割 合

指定事業所総利用者数
（日常利用と観光

利用を含む）

指 定 部 門
利 用 者 割 合

1 ホテル

2 民宿

3 ﾍﾟﾝｼｮﾝ・貸別荘

4 ドミトリー

5 飲食店 飲食サービス 飲食部門

事業所売上のうち、指定
部門の売上割合を記入
してください。ただし事業
が複数ない場合、事業
所売上と指定部門売上
割合は100%となります。

延べ来店客数

6 タクシー タクシー事業部

7 船舶 定期船部門

8 観光部

9 観光・貸切バス部門

10 モノレール 旅客輸送部門

11 レンタカー レンタカー部門

12 レンタバイク レンタバイク部門

バス

輸送設備レンタ
ル
サービス

会社全体の売上ではな
く、依頼した事業所の総
売上を記入してください。
ただし、会社と事業所が
同一の場合は会社全体
の売上と事業所売上は
同一となります。

事業所売上のうち、指定
部門の売上割合を記入
してください。ただし事業
が複数ない場合、事業
所売上と指定部門売上
割合は100%となります。

契約件数

指定事業所の全事業利用
者数で、右枠で示した指定
部門にある単位でカウント
し、なるべくダブルカウント
の無い数字を記入してくだ
さい。指定事業所に複数の
事業がある場合、なるべく
利用者数を重複しないよう
に記入してください。

旅行社は発地の区別無く
記入してください。

【1日の利用者の数え方】
例1：テーマパークに入場し
た1人の利用者が、飲食店
を利用した場合、合算値で
はなく1人を記入してくださ
い。

例2：飲食店において、1人
の利用者が店舗内の土産
物を購入した場合は2人の
利用者としてではなく、1人
の利用者として記入してく
ださい。

例3：宿泊施設において、1
人の利用者が施設内の土
産物店や飲食店を利用し
た場合、1人の利用者とし
て記入してください。

指定部門の利用を目的
とした
延べ宿泊数（人泊数、子
供や乳幼児を含む）

旅客輸送サービス

会社全体の売上を総売
上として記入してくださ
い。ただし、公的機関の
場合、事業特別会計の
範囲でお答えください。

会社全体の売上のうち、
指定部門の売上割合を
記入してください。ただし
事業が複数ない場合、
事業所売上と指定部門
売上割合は100%となりま
す。

輸送人員

宿泊サービス 宿泊部門 会社全体の売上ではな
く、依頼した事業所の総
売上を記入してください。
ただし、会社と事業所が
同一の場合は会社全体
の売上と事業所売上は
同一となります。

事業所売上のうち、指定
部門売上割合を記入し
てください。この場合、宿
泊料に含まれる飲食以
外のレストラン収入や、
売店収入は指定部門売
上割合に入れないでくだ
さい。（施設内の直営レ
ストラン、売店の収入は
この割合に入れませ
ん。）
ただし事業が複数ない場
合、事業所売上と指定部
門売上割合は100%となり
ます。

利 用 者 定 義

事 業 者
詳 細 カ テ ゴ リ

業種
（沖縄県版観光

産業分類）
指 定 部 門

売 上 定 義
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指定事業所売上額
（日常利用と観光

利用を含む）

指 定 部 門
売 上 割 合

指定事業所総利用者数
（日常利用と観光

利用を含む）

指 定 部 門
利 用 者 割 合

13 旅行社
旅行代理店そ
の他の
予約サービス

旅行業部門

会社全体の売上ではな
く、依頼した事業所の総
売上を記入してください。
ただし、会社と事業所が
同一の場合は会社全体
の売上と事業所売上は
同一となります。また、発
地の区別もありません。

事業所売上のうち、指定
部門の売上割合を記入
してください。ただし事業
が複数ない場合、事業
所売上と指定部門売上
割合は100%となります。
また、県内発→県外・海
外行きの取扱がある場
合は省いてください。

利用者数
ただし、指定部門の利用
者に県内発→県外・海外
行きの取扱がある場合
は省いてください。

文化施設部門

動植物園部門

水族館部門

海中公園部門

博物館・美術館部門

博物館部門

資料館部門

16 会議場 MICE部門

17 リゾートウエディング ブライダル部門

18 テーマパーク 観光部門

19 体験型施設（工芸等） 体験型施設部門

20 マリンレジャー事業者
マリンレジャー部門
（ダイビング除く）

21 ダイビング事業者 ダイビング部門

22 エコツーリズム事業者 エコツーリズム部門

23 ゴルフ場
ゴルフサービス部門
（ゴルフのみ）

24 スパ・エステ スパ・エステ部門

25 観光船 観光船部門

26 レンタサイクル レンタサイクル部門

27 小売店 小売 小売部門

事業所売上のうち、指定
部門の売上割合を記入
してください。ただし事業
が複数ない場合、事業
所売上と指定部門売上
割合は100%となります。

延べ購入者数

事 業 者
詳 細 カ テ ゴ リ

業種
（沖縄県版観光

産業分類）
指 定 部 門

売 上 定 義

14 動植物園、文化施設等

文化サービス

会社全体の売上ではな
く、依頼した事業所の総
売上を記入してください。
ただし、会社と事業所が
同一の場合は会社全体
の売上と事業所売上は
同一となります。

事業所売上のうち、指定
部門の売上割合を記入
してください。ただし事業
が複数ない場合、事業
所売上と指定部門売上
割合は100%となります。15 博物館・美術館・資料館等

スポーツ・
娯楽サービス

事業所売上のうち、指定
部門の売上割合を記入
してください。ただし、観
光部門については、入場
料だけではなく、飲食や
小売など関連する事業を
売上割合に含めて記入
してください。また、事業
が複数ない場合、事業
所売上と指定部門売上
割合は100%となります。

利用者、入館者数

利用者、入場者数

指定事業所の全事業利用
者数で、右枠で示した指定
部門にある単位でカウント
し、なるべくダブルカウント
の無い数字を記入してくだ
さい。指定事業所に複数の
事業がある場合、なるべく
利用者数を重複しないよう
に記入してください。

旅行社は発地の区別無く
記入してください。

【1日の利用者の数え方】
例1：テーマパークに入場し
た1人の利用者が、飲食店
を利用した場合、合算値で
はなく1人を記入してくださ
い。

例2：飲食店において、1人
の利用者が店舗内の土産
物を購入した場合は2人の
利用者としてではなく、1人
の利用者として記入してく
ださい。

例3：宿泊施設において、1
人の利用者が施設内の土
産物店や飲食店を利用し
た場合、1人の利用者とし
て記入してください。

利 用 者 定 義

補足資料1 用語解説 
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例　従業員数と従業員異動

月初 月末 月初 月末 月初 月末

従業員数 2 4 4 3 3 4
当月従業員数

入職
離職
増減

4月 5月 6月

2 4 3

2 -1 1

3 0 2
1 1 1

4/30

5/1

離職

5/31

4/1

入職 入職入職

3/31

月初 月末

月初 月末

当月従業員数＝月初の従業員数（前月末従業員数）

月末

3/31

離職 離職

4/30

離職

5/1

月末（3月）の離職者を

除いた上で、翌月（4月）

の当月従業員数にします。

月初（4月）の入職者は当

月（4月）従業員数には入

れません。

月末（4月）の離職者を除

いた上で、翌月（5月）の当

月（5月）従業員数にします。

月初（5月）の離職者は

在籍人数に入れます。

月末（5月）の人数は、

翌月（6月）の当月（6月）

従業員数にします。

従業員数、従業員異動の考え方について

従業員数と従業員異動を以下のように定義します。また、ルールをもとに従業員数の増減をシミュレーションし、より理解が進むようにイメージを作成しました。

回答の際は参考にしてください。

前月末の入職者・・・当月の在籍人数に入れる

当月初の入職者・・・当月の在籍人数に入れない

当月末の入職者・・・当月の在籍人数に入れない

前月末の離職者・・・当月の在籍人数に入れない

当月初の離職者・・・当月の在籍人数に入れる

当月末の離職者・・・当月の在籍人数に入れる

ルール1 従業員数

ルール2 従業員異動（従業員数の数え方）

例）従業員数シミュレーション

・・・既存従業員 ・・・離職者・・・入職者 ・・・月初の従業員数 ・・・月末の従業員数

説明用アイコン

4月

3月

5月

月初の従業員数が、当月の従業員数になるところがポイントです！

従業員異動の増減を当月（月初）の従業員数に足すと当月

末の従業員数になります。

例） 5月 →   4+（-1）＝3 → 5月末従業員数

戻る

当月従業員

2名

当月従業員

4名

補足資料1 用語解説 
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人手不足に関する質問 

宿泊サービス 飲食サービス 小売 スポーツ・娯楽サービス 

ホテル、民宿、民泊、ﾍﾟ
ﾝｼｮﾝ・貸別荘、ドミトリー 

飲食店 小売 

テーマパーク、体験型
施設（工芸等）、マリンレ
ジャー、ダイビング、エコ
ツーリズム、ゴルフ場、
エステ・スパ、観光船、
レンタサイクル 

1.生産量・サービス量の減少 
回転数・イベント数の減
少、ビジネスチャンスの
逸失 

料理（品数）の供給量の
減少、ビジネスチャンス
の逸失 

レジ対応・仕入れ・セールイ
ベント・集客担当者の減少、
ビジネスチャンスの逸失 

回転数・イベント数の減
少、ビジネスチャンスの
逸失 

2.提供サービスの遅延 
配膳・ベッドメイキング
の遅れフロントの手続き
の遅れ 

配膳の遅れ 品切れ商品の補充遅れ 手続きの遅れ 

3.商品・サービスの品質低下 
掃除・衛生面、接客の
品質低下、お客様満足
度低下 

料理・接客の品質低下、
お客様満足度低下 

掃除・衛生面、接客の
品質低下、お客様満足
度低下 

専門指導の不足・接客の品
質低下・掃除・衛生面の低
下、お客様満足度低下 

4.営業時間の短縮・休止 営業時間の短縮・休止 営業時間の短縮・休止 営業時間の短縮・休止 営業時間の短縮・休止 

5.残業時間の増加 残業時間の増加 残業時間の増加 残業時間の増加 残業時間の増加 

6.研究開発・販路開拓の抑制・中止・延期 
新サービス・運営システ
ム改善、営業などの抑
制 

新メニューの開発、営業
などの抑制 

自社ブランド開発・営業
などの抑制 

新サービスの開発、営
業などの抑制 

7.新規事業の抑制・中止・延期 
新規事業の抑制・中止・
延期 

新規事業の抑制・中止・
延期 

新規事業の抑制・中止・
延期 

新規事業の抑制・中止・
延期 

8.外国人客への対応不足 
お客様満足度低下・ビ
ジネスチャンスの逸失 

お客様満足度低下・ビ
ジネスチャンスの逸失 

お客様満足度低下・ビ
ジネスチャンスの逸失 

お客様満足度低下・ビ
ジネスチャンスの逸失 

人手不足に関する質問 

文化サービス 
旅行代理店その他の予

約サービス 
旅客輸送サービス 

輸送設備レンタルサー
ビス 

動植物園・文化施設等、
博物館・美術館、資料
館等 会議場、リゾート
ウエディング 

旅行社 

法人タクシー、船舶、乗
合バス、観光バス（貸切
専業）、モノレール  
 

レンタカー、レンタバイク  
 

1.生産量・サービス量の減少 
回転数・イベント数の減
少、ビジネスチャンスの
逸失 

回転数・イベント数の減
少、ビジネスチャンスの
逸失 

便数・配車の減少、ビジ
ネスチャンスの逸失 

イベント・回転数・利用
可能台数の減少、ビジ
ネスチャンスの逸失 

2.提供サービスの遅延 展示・設営の遅れ 
予定がとれない、発券
の遅れ、お客様との連
絡不足 

発着時間の遅延と速度
超過 

整備・配車の遅れ 

3.商品・サービスの品質低下 
専門家の不在と接客・
商品の品質低下、お客
様満足度低下 

接客の品質低下、お客
様満足度低下 

掃除・整備不良の誘発、
接客の品質低下、お客
様満足度低下 

掃除・整備不良の誘発、
接客の品質低下、お客
様満足度低下 

4.営業時間の短縮・休止 営業時間の短縮・休止 営業時間の短縮・休止 営業時間の短縮・休止 営業時間の短縮・休止 

5.残業時間の増加 残業時間の増加 残業時間の増加 残業時間の増加 残業時間の増加 

6.研究開発・販路開拓の抑制・中止・延期 
新サービスの開発、研
究、営業などの抑制 

新サービスの開発、営
業などの抑制 

新サービスの開発、営
業などの抑制 

新サービスの開発、営
業などの抑制 

7.新規事業の抑制・中止・延期 
新規事業の抑制・中止・
延期 

新規事業の抑制・中止・
延期 

新規事業の抑制・中止・
延期 

新規事業の抑制・中止・
延期 

8.外国人客への対応不足 
お客様満足度低下・ビ
ジネスチャンスの逸失 

お客様満足度低下・ビ
ジネスチャンスの逸失 

お客様満足度低下・ビ
ジネスチャンスの逸失 

お客様満足度低下・ビ
ジネスチャンスの逸失 

支障内容の具体的イメージ 
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指定部門 
売上額 

指定部門 
観光売上額 

（例）ホテル 

飲食部門 

宿泊部門 

宿泊部門 小売部門 

指定部門 
利用者数 

指定部門 
観光利用者数 

売上額 ＝ ホテル全体(飲食部門、宿泊部門、小売部門を含めて)の売上額 
 
利用者数 ＝ ホテル全体(飲食部門、宿泊部門、小売部門を含めて)の利用者数 
 
指定部門売上額 ＝ 売上額のうち宿泊部門における売上額 
 
指定部門利用者数 ＝ 利用者数のうち宿泊部門における利用者数 
 
指定部門観光売上額 ＝ 売上額のうち宿泊部門における観光客からの売上額 
 
指定部門観光利用者数 ＝ 利用者数のうち宿泊部門における観光客の利用者数 

指定部門 ＝ 宿泊部門 

 本調査では売上額、利用者数についてそれぞれ観光売上、観光利用者という用語を定義している。これは売上
額のうちの観光客からの売上げ、利用者数のうちの観光客の利用者数を把握するために用いている。 

0 250 500 750 1,000

売上額 

指定部門売上額 

指定部門観光売上額 

1,000万円 

500万円 

200万円 

0 250 500 750 1,000

利用者数 

指定部門利用者数 

指定部門観光利用者数 

1,000人 

500人 

200人 
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