
様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

県単等 委託 137,058 139,727 121,334 134,477

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　旅行会社等と連携した誘客プロモーションの展
開を行うとともに、メディアを活用した誘客プロモーションの展
開等を行った。

148,927 146,535 県単等 ○R元（H31）年度：　旅行会社等と連携した誘客プロモーショ
ンの展開を行うとともに、メディアを活用した誘客プロモーショ
ンの展開等を行う。

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 観光誘致対策事業費

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　観光客の継続的・安定的誘致を図るため、国内外からの旅行会社及び航空会社等と
連携した誘客プロモーションの展開、メディアを活用した誘客プロモーションの展開及び
沖縄観光情報の発信、観光宣伝ツールの作成などを行う。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

20件
キャンペーン件
数

主な取組 観光誘致対策事業 実施計画記載頁 188

対応する
主な課題

①我が国は少子高齢化の進行による人口減少社会へと突入し、国内観光市場の量的拡大は厳しさを増すものと想定される。一方で、沖縄観光のリピーター率
は平成28年度で約85％と高く、沖縄を一度も訪れたことのない方々も多いことから、新たな観光需要を開拓する余地は十分残されている。このため、年齢層や
観光需要に的確に対応したきめ細かなプロモーション活動を展開していくことが重要となっている。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ①　きめ細かな国内誘客活動の展開

施策の小項目名 ○国内誘客の推進

国内外誘客キャンペーン実施､イベント支援､観光宣伝物の作成



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①路線の拡大を図るため、県幹部による航空会社への訪問によるトップセールスを実施
し、協力関係の維持強化を実施する。

②新規需要の創出を図る為には沖縄観光の新たな魅力の発信が必要である。他部局と
も連携し、食、物産、伝統工芸など沖縄の複数の魅力を訴求するプロモーションを実施
する。

①航空路線の拡大を図るため、県幹部による航空会社への訪問によるトップセールス
を実施した。

②平成30年度は、国民の6割といわれている沖縄旅行未経験者層を開拓し来訪者の来
沖者促進を図ることを目的に新規需要創出プロモーションを実施した。具体的には、沖
縄の歴史、文化、食、伝統工芸などのコンテンツを通して沖縄の魅力を訴求し、知的好
奇心を促すようなプロモーションを展開した。

　これまでの国内外でのプロモーション等の結
果、国内客、海外客ともに過去最高の入域観光
客数であった。
　当事業も、計画を上回る24件の誘客プロモー
ション活動等を実施し、一定の貢献を果たしたた
め、順調とした。

活動指標名 － H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 － H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 キャンペーン実施件数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　観光客の継続的・安定的誘致を図るため、ＷＥ
Ｂサイト等における誘客プロモーションや県外メ
ディアを活用した沖縄の魅力発信、観光宣伝物
の作成等を実施した。

28件 24件 23件 24件 24件 20件 100.0%

148,927 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・路線の拡大を図るため、引き続き、県幹部による航空会社への訪問によるトップセールスを実施し、協力関係の維持強化を実施する。
・リピーターの促進及び沖縄旅行未経験者層の掘り起こしを図るため、引き続き、沖縄の魅力を訴求する誘客プロモーション活動を実施する。

○内部要因 ○外部環境の変化

―
・観光客数は、航空会社の提供座席数の変動などの影響を受けやすい。
・国内市場については、他競合地の台頭によって競争が激化している。
・沖縄旅行未経験者は国民の約６割といわれている。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・平成33年の国内観光客800万人の達成の為には、提供座席数の拡大を図り、航空会社へ路線拡大や増便の協力依頼を行うとともに、航空会社と連携したプロモーションを実
施し搭乗率の向上を図る必要がある。
・リピーターの促進を図るとともに、沖縄旅行未経験者層の掘り起こしを図る必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○H31年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 H31年度 平成30年度活動内容と平成31年度活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名

一括交付
金（ソフト）

委託 688,302 628,975 990,196 633,859

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 平成30年度活動内容と平成31年度活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　各種メディアを活用したプロモーションやWEBに
よる観光情報発信、沖縄観光ブランドの国内広告展開等を実
施した。

372,853 382,400
一括交付
金（ソフト）

○H31年度：　航空会社等と連携したプロモーションやイベント
への出展、沖縄観光ブランドのイメージ発信等を実施する他、
富裕層向けプロモーションに取組む。

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764　　　】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 国内需要安定化事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

国内からの観光客誘致の基盤を形成するため、ターゲットを特定した季節ごとのきめ細
やかなプロモーション及び新規路線就航や既存路線の増便等路線拡大を促すためのプ
ロモーション、沖縄観光のブランドイメージの発信を行う。

29 30 31 32 33

連携プロモー
ション実施

主な取組 国内需要安定化事業 実施計画記載頁 189

対応する
主な課題

①我が国は少子高齢化の進行による人口減少社会へと突入し、国内観光市場の量的拡大は厳しさを増すものと想定される。一方で、沖縄観光のリピーター率
は平成28年度で約85％と高く、沖縄を一度も訪れたことのない方々も多いことから、新たな観光需要を開拓する余地は十分残されている。このため、年齢層や
観光需要に的確に対応したきめ細かなプロモーション活動を展開していくことが重要となっている。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ①　きめ細かな国内誘客活動の展開

施策の小項目名 ○国内誘客の推進

関係機関と連携したプロモーションの実施



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①航空会社と連携したプロモーションを実施し、季節毎のプロモーションや路線別のプロ
モーションに加え、より厚みのあるプロモーションを展開する。

①航空会社のウェブサイトでのプロモーションをはじめ、季節毎のプロモーションや路線
別（東日本、西日本等）のプロモーションに加え、関係機関（鉄道会社や雑誌、空港等）
と連携したプロモーションを実施した。

　新しい沖縄旅行のスタイルを提案するプロモー
ションの実施、各種イベントへの出展、航空会社
等と連携したプロモーションの実施、沖縄観光の
ブランドイメージを発信する取組など、関係機関と
連携したプロモーションを４件実施した。平成30年
の国内入域観光客数は699.8万人となり、６年連
続過去最高を記録するなど、一定の効果を上げ
ていることから順調と判断した。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 連携プロモーション実施 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　新しい沖縄旅行のスタイルを提案するプロモー
ションを展開したほか、各種イベントへの出展によ
る沖縄観光プロモーションを実施した。また、直行
便就航地を中心に、航空会社等と連携したプロ
モーションを実施したほか、沖縄観光のブランドイ
メージを発信する取組をメディア等を活用して実
施した。

― 4件 4件 4件 4件 ― 100.0%

372,853 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・新規に就航した路線の維持に向けて、航空会社や地方自治体等と連携し、効果の高いプロモーション展開を図る。
・より多くの方々へ沖縄観光ブランドのイメージを発信できるよう、インパクトのあるプロモーションに努める。

○内部要因 ○外部環境の変化

・航空会社の経営状況等により、提供座席数の変動などの影響を受けやすい。

・景気の動向により影響を受けやすい。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・人工規模や経済規模の小さな地方路線については、維持拡大が難しいことから、発地側の事業者や、航空会社等との連携による需要喚起を行い、路線の維持拡大に向けた利
用促進を図る必要がある。
・Be.Okinawaを通じた沖縄観光の新たなイメージを発信し、沖縄観光のブランド化の取組を進める必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：　修学旅行推進協議会開催、県外説明会
開催、事前・事後学習支援、修学旅行模擬体験提供、海外教
育旅行誘致活動等を実施する。

一括交付
金（ソフト）

委託

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　修学旅行推進協議会開催、県外説明会開催、
事前・事後学習支援、修学旅行模擬体験提供、海外教育旅行
誘致活動等を実施した。

104,894173,882164,982 174,700 196,949 121,800
一括交付
金（ソフト）

 担当部課【連絡先】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 教育旅行推進強化事業

文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　修学旅行市場の変化等に対応し、修学旅行を安定的に確保するため、修学旅行推進
協議会の開催、県外説明会の開催、学校に対する事前・事後学習支援、沖縄修学旅行
模擬体験提供、海外教育旅行誘致活動及び受入体制整備を実施する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 教育旅行推進強化事業 実施計画記載頁 189

対応する
主な課題

①我が国は少子高齢化の進行による人口減少社会へと突入し、国内観光市場の量的拡大は厳しさを増すものと想定される。一方で、沖縄観光のリピーター率
は平成28年度で約85％と高く、沖縄を一度も訪れたことのない方々も多いことから、新たな観光需要を開拓する余地は十分残されている。このため、年齢層や
観光需要に的確に対応したきめ細かなプロモーション活動を展開していくことが重要となっている。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ①　きめ細かな国内誘客活動の展開

施策の小項目名 ○国内誘客の推進

2回

県外説明会

修学旅行の誘致、市場開拓に係る広報、

修学旅行の受入環境整備、旅行会社等の招聘等



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①平成29度に作成した国内修学旅行誘致戦略に基づき、全国の地域毎のニーズに応じ
たプロモーション等を展開する。

②教育旅行民泊受入団体を対象とした研修の実施等により、教育旅行民泊の安心・安
全の強化に取り組む。

③教育庁と連携し、学校に対し、海外教育旅行における学校交流受入に対する理解促
進を図る。

①国内修学旅行誘致戦略に基づき、修学旅行フェア及び説明会の開催地を選定すると
ともに、学校や旅行会社訪問を実施した。

②教育旅行民泊受入団体を対象とした研修を実施し、教育旅行民泊の安心・安全を強
化した。

③海外からの招聘団に対して教育庁から講話を実施してもらう等、教育庁と連携し、海
外教育旅行における学校交流受入に対する理解促進を図った。

　　「沖縄修学旅行フェア」と冠した県外説明会を
東京、大阪で開催した。東京会場の参加者は172
名、大阪会場は155名と、両会場とも多くの参加
者があり、効果的なプロモーションを展開すること
ができた。また、修学旅行フェア以外にも小規模
な説明会を地方都市5都市で開催し、沖縄修学
旅行の魅力や学習効果についての情報発信の
強化を図った。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度

県外説明会

2回 2回 2回 2回

　修学旅行市場の変化等に対応し、修学旅行を
安定的に確保するため、修学旅行推進協議会開
催（1回）、学校関係者および旅行会社等を対象と
した県外説明会開催（フェア2回、地方説明会5
回）、事前・事後学習支援（185件）、修学旅行模
擬体験提供（18件）、海外教育旅行誘致活動（招
聘実施5件）等を実施した。

2回 2回 100.0%

104,894 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・修学旅行におけるキャリア教育のニーズ、先進事例、県内の受入体制の現状等を調査し、その結果を県内事業者へ周知することで、キャリア教育の受入体制整備を図る。

○内部要因 ○外部環境の変化

・修学旅行におけるキャリア教育実施のニーズは高いが、県内で実施しているプログラ
ムが少ない等、受入体制が整っていない。

・国内の小中高校数及び生徒数は、減少傾向にあるため、修学旅行の需要自体も減少
傾向にある。

・新幹線の新規開業などにより、国内他地域との競合が激化している。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・国内市場の減少が見込まれる状況において、国内修学旅行需要を継続的かつ安定的に確保していくため、キャリア教育の受入体制整備を図り、修学旅行誘致を促進する必
要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名

一括交付
金（ソフト）

委託 69,420 98,712 107,842 112,775

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　巡回バスの運行により、ＬＣＣ専用ターミナル利
用者の利便性向上を図った。

111,614 － ○R元（H31）年度：　平成31年３月に供用開始された那覇空港
際内連結ターミナル内にLCC各社が移転したため、本事業も
終了となる。

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 ＬＣＣ仮設ターミナル交通対策事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　公共交通機関がないLCC専用ターミナルの交通環境を改善するため、LCC専用ターミ
ナルと国内線旅客ターミナル間の巡回バスを運行し、利用者の利便性を図る。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 LCC仮設ターミナル交通対策事業 実施計画記載頁

対応する
主な課題

①我が国は少子高齢化の進行による人口減少社会へと突入し、国内観光市場の量的拡大は厳しさを増すものと想定される。一方で、沖縄観光のリピーター率
は平成28年度で約85％と高く、沖縄を一度も訪れたことのない方々も多いことから、新たな観光需要を開拓する余地は十分残されている。このため、年齢層や
観光需要に的確に対応したきめ細かなプロモーション活動を展開していくことが重要となっている。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ①　きめ細かな国内誘客活動の展開

施策の小項目名 ○国内誘客の推進

ＬＣＣ巡回バスの運行



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①引き続き、ＬＣＣの運航計画を関係者で情報共有を行い、ＬＣＣ運航計画に対応した円
滑な巡回バスの運行を実施するとともに、バス乗車人数実績等からピーク時間帯を把握
し適宜運行回数の見直しを行うことで、効率的な運行を行い、ＬＣＣ利用者の利便性向上
を図る。

①ＬＣＣの運航計画に対応した円滑な巡回バスの運行を実施するため、関係者で適宜
情報共有を図った。また、ピーク時期などを把握したうえで適宜運行回数の見直しを行
い、効率的な運行に努めた。

　LCC全体として高い搭乗率で推移していること
に加え、平成29年２月にはピーチ・アビエーション
の那覇－バンコク線、平成30年４月には同社の
那覇－高雄線、平成30年７月にはバニラ・エアの
那覇－石垣線が新規就航するなど、ＬＣＣ需要が
高まる中、ＬＣＣの運航に合わせた巡回バスの運
行に努め、利用客の利便性向上につながった。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 巡回バス運行回数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　公共交通機関がないLCC専用ターミナルの交
通環境を改善するため、LCC専用ターミナルと国
内線旅客ターミナル間の巡回バスを平成30年度
は39,607回運行し、利用者の利便性向上を図っ
た。

32,883回 32,978回 37,234回 40,732回 39,607回 ― 100.0%

111,614 順調

H27年度 H28年度
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４　取組の改善案（Action）

・本事業は平成30年度で終了となった。公共交通機関がないLCC仮設ターミナルの交通環境を改善するため、LCC仮設ターミナルと国内線旅客ターミナル間の巡回バスを運行
し、LCC利用者の利便性を図ってきたが、LCC各社が那覇空港際内連結ターミナル内に移転したことによって、LCC利用者の利便性は更に高まっていくと考えられる。

○内部要因 ○外部環境の変化

・LCC専用ターミナル内にあったＬＣＣ各社（ピーチ・アビエーションとバニラ・エア）が、平
成31年3月に供用開始された那覇空港際内連結ターミナル内に移転したため、事業が完
了した。

・昨今の航空業界において、世界の航空旅客数は堅調に伸張し、世界最大の市場に成
長したアジアを中心とした需要の拡大が見込まれている。

・訪日需要は引き続き高まりを見せており、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向
けてさらに訪日需要は高まる見込みである。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・LCC専用ターミナル内にあったＬＣＣ各社（ピーチ・アビエーションとバニラ・エア）が、平成31年3月に供用開始された那覇空港際内連結ターミナル内に移転したため、本事業は
終了となる。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 ラグジュアリートラベル・ビジネス調査構築事業 実施計画記載頁 189

対応する
主な課題

①我が国は少子高齢化の進行による人口減少社会へと突入し、国内観光市場の量的拡大は厳しさを増すものと想定される。一方で、沖縄観光のリピーター率
は平成28年度で約85％と高く、沖縄を一度も訪れたことのない方々も多いことから、新たな観光需要を開拓する余地は十分残されている。このため、年齢層や
観光需要に的確に対応したきめ細かなプロモーション活動を展開していくことが重要となっている。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ①　きめ細かな国内誘客活動の展開

施策の小項目名 ○国内誘客の推進

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　沖縄が持つ豊かな自然や多様な文化などのソフトパワーを活用し、国内外のラグジュ
アリー層を取り込むことを目的に、ラグジュアリートラベルの現状把握、受入体制を含む
各種課題の抽出、ラグジュアリー層を対象としたビジネスモデルの構築等に取り組む。

29 30 31 32 33

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 ラグジュアリートラベル・ビジネス調査構築事業

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度 平成30年度活動内容と平成31年度活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　沖縄におけるラグジュアリーマーケットビジネス
の構築に向けたテストマーケティングを実施した他、業界、一
般向けのシンポジウムを開催した。

10,580 0 ○H31年度：　―

予算事業名

一括交付
金（ソフト）

委託 ― ― 23,022 13,883

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

○H31年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 H31年度 平成30年度活動内容と平成31年度活動計画

決算額 決算額

ラグジュアリート

ラベルの実態調

査

テストマーケティ

ングの実施



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 テストマーケティングの実施 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　国内向けとして富裕層専門代理店の造成担当
者を招聘したモニターツアーを実施したほか、海
外向けとして海外富裕層を想定したモニターツ
アーを実施した。また、関連業界や県民を対象に
ラグジュアリートラベルへの興味関心を喚起する
シンポジウムを開催した。

― ― ―
実態調査
の実施

実施 ― 100.0%

10,580 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　富裕層を想定したモニターツアーを実施し、当
該取組を反映する形で最終的に富裕層を専門に
扱う事業者の商品としてツアーの造成に繋げた。
また、関連業界や県民を対象としたシンポジウム
を開催した結果、定員上限に近い200名の参加が
あり、富裕層誘客に対する機運造成に繋がったこ
とから順調と判断した。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成30年度の取組改善案 反映状況

①　富裕層獲得に向けた官民連携による実証実験（テストマーケティング）を実施し、そ
の結果を踏まえ、富裕層誘客の位置づけを明確化し、地域と連携しつつ、施策の方向性
を定めた誘客戦略を作成する。

①　モニターツアー等を実施し、旅行社、富裕層のニーズを反映した商品の造成に繋げ
た。

②　ホテルやアクティビティ事業者等から構成する富裕層の誘客に向けた協議会準備会
を開催し、沖縄が誘客したい富裕層像等について検討を行った。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・本調査事業は平成30年度で終了する。課題の一つである富裕層マーケットにおける認知度向上については、別事業にてプロモーションを実施する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・富裕層旅行代理店は、富裕層への旅行手配だけでなく、富裕層受入体制整備やサプラ
イヤーの管理・監督において重要な役割を持つが、県内はもとより日本全体として富裕
層のニーズを捉えたサービスを提供できる代理店が不足している。

・富裕層に特化した商談会等における沖縄の認知度が低い。

・富裕層の明確な定義がなく、富裕層と想定される旅行者が求めるニーズも多様化して
いる。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・富裕層向けの県内旅行代理店等の育成を進める必要がある。
・富裕層マーケットにおける沖縄の認知度向上に努める必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 リピーターの満足度向上対策 実施計画記載頁 189

対応する
主な課題

①我が国は少子高齢化の進行による人口減少社会へと突入し、国内観光市場の量的拡大は厳しさを増すものと想定される。一方で、沖縄観光のリピーター率
は平成29年度で86.6％と高く、沖縄を一度も訪れたことのない方々も未だに多いことから、新たな観光需要を開拓する余地は十分残されている。このため、年齢
層や観光需要に的確に対応したきめ細かなプロモーション活動を展開していくことが重要となっている。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ①　きめ細かな国内誘客活動の展開

施策の小項目名 ○マーケティング分析力の強化

調査

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　観光客の実態把握を目的とし、本県を訪れた観光客等を対象としたアンケート調査の
実施により、性別・年代・居住地・消費額等の基本属性に加え、旅行全般の満足度等を
毎年調査し、各種観光統計資料の作成、プロモーション事業の基礎データとなるような分
析を行う。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光政策課 【098-866-2763】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 観光統計実態調査事業

調査

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　那覇空港においては国内観光客、主要離島空
港においては離島それぞれの観光客に対してアンケート調査
を行った。

23,327 26,633 県単等 ○R元（H31）年度：　H30年度に引き続き那覇空港及び主要離
島空港において調査を実施する。

予算事業名

県単等 委託 21,846 24,978

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額

・リピーター層獲得のためのマーケティング調査を実施

・調査を踏まえ、各種施策の評価やターゲット市場に対し有効なアプローチを提案
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活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 空港アンケート調査 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　国内客の性別・年代・居住地・消費額等の基本
属性及び沖縄旅行の満足度等を把握するため、
那覇空港及び主要離島空港（宮古・石垣・久米
島）において計画どおりアンケート調査をそれぞ
れ四半期毎（年4回）に実施した。

― ― 4回 6回 4回 ― 100.0%

23,327 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　年4回の調査を予定どおり実施できた。
　調査結果については、今後報告書を作成し、各
種観光施策を担当する部署やOCVB、観光関連
機関等に情報提供するとともに、県HPへも掲載
し、戦略的な観光施策や観光地づくりを進めてい
くうえで活用していく。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成30年度の取組改善案 反映状況

①通常の満足度調査に加え、平成30年度は詳細な満足度調査を調査することとしてお
り、アンケート調査票内容の工夫と検討を行い、より良い政策立案等につながるようなア
ンケート調査票となるように設計を行う。

②既存のアンケート調査では採取できていないサンプルデータを収集するため、新たな
調査手法・調査場所の検討を行う。

①回答率が下がらないように調査項目のボリュームを抑えつつ、最新の情報に更新し、
現在沖縄を訪れる観光客の正確な実態をつかめるように調査設計を行った。

②これまで十分にサンプルが取れていなかったと思われる空港内ラウンジ利用者に対
するアンケート調査を実施した。
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・平成31年度も引き続きアンケート調査票内容の工夫と検討を行い、より良い政策立案等につながるようなアンケート調査票となるように設計を行う。
・既存のアンケート調査では採取できていない時期のサンプルデータを収集するための検討を行う。

４　取組の改善案（Action）

○内部要因 ○外部環境の変化

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）

・平成26年度調査から主要離島空港（宮古・石垣・久米島）における調査を実施している
ため、引き続き各離島関係者との調整を綿密に行う等、精度の高いデータ蓄積のため円
滑な実施に努める必要がある。

・外国人観光客に牽引され入域観光客が増加し、宿泊施設予約が取りづらい状況
等があり、リピーターの満足度へ影響している可能性へ留意する必要がある。

・項目別の「大変満足」度が宿泊施設、土産品及び食事において50％を切っている状態が続いており、それぞれの項目において何が不満なのかを把握する詳細分析を行う必要
がある。
・平成29年度調査の項目別「大変満足」度（国内観光客全体）
      旅行全体・・・・・・・・・・・・・・54.3％　　海の美しさ・・・・・・・・・・・・・57.6％     景観・・・・・・・・・・・・・・・・・・56.4％
　　  宿泊施設・・・・・・・・・・・・・・47.1％     食事・・・・・・・・・・・・・・・・・・46.3％    土産品・・・・・・・・・・・・・・・・39.6％



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

県単等 直接実施 172 254 157 82

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：
 ・現状の沖縄観光成果指標の検証
 ・宿泊施設、各種観光サービス認証制度導入の検討

160 462 県単等 ○R元（H31）年度：
 ・現状の沖縄観光成果指標の検証
 ・宿泊施設、各種観光サービス認証制度導入の検討

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光政策課 【098-866-2763】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 沖縄観光成果指標・認証制度検討事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　沖縄観光の現状を客観的・定量的に示す沖縄観光成果指標において、設定した指標
の計測結果については、県民や観光事業者、行政等で広く共有し、効果的・効率的なマ
ネジメントにつなげる。宿泊施設・観光サービス等認証制度については、対象や導入の
是非について検討を行う。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

調査

主な取組 沖縄観光成果指標・認証制度検討事業 実施計画記載頁 189

対応する
主な課題

①我が国は少子高齢化の進行による人口減少社会へと突入し、国内観光市場の量的拡大は厳しさを増すものと想定される。一方で、沖縄観光のリピーター率
は平成28年度で約85％と高く、沖縄を一度も訪れたことのない方々も多いことから、新たな観光需要を開拓する余地は十分残されている。このため、年齢層や
観光需要に的確に対応したきめ細かなプロモーション活動を展開していくことが重要となっている。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ①　きめ細かな国内誘客活動の展開

施策の小項目名 ○マーケティング分析力の強化

・マーケティング手法の調査・検討

・観光事業者、サービス等認証制度の調査・検討

・県民・観光客の意見フィードバックシステムの構築



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①指標の運用を行いながら、当該指標の妥当性や他の指標の有用性、効果的な活用方
法を検討するため、学識経験者や旅行関係団体、他部署等の有識者から意見を聴くた
めの会議開催を検討する。

②個人旅行の動向及び外国人観光客等の受入状況について情報収集を行い、関係機
関との意見交換を行い、引き続き認証制度について検討する。

①指標に関する会議は開催しなかったが、関係機関との検証・意見交換を行い、指標の
妥当性・有効性について検討を進めた。

②引き続き情報収集や関係機関との意見交換を行い、認証制度の導入を検討した。

　第５次沖縄県観光振興基本計画で定めた成果
指標を最新データへ更新し、「世界水準の観光リ
ゾート地」といった将来像の実現に向けて関係機
関と共有を図った。また、認証制度については、
「安全・安心・快適」な観光地づくりを促進するた
め、今後の導入の是非に向けた情報収集を行っ
た。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 沖縄観光成果指標・認証制度検討事業 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　第５次沖縄県観光振興基本計画で定めた「経
済」、「観光客」、「県民」、「環境」、「マネジメント」
の５つの軸からなる指標により、沖縄観光の現況
を関係機関等で客観的・定量的に計測し、情報の
共有を図った。
　また、宿泊施設や各種観光サービス認証制度
の導入について、県外・海外の事例検証を基に検
討を行った。

実施 実施 実施 実施 実施 ― 100.0%

160 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・成果指標を運用しながら、指標の妥当性や設定の必要性、効果的な活用方法を検討する。
・認証制度については、観光客の動向及び観光関連事業者の観光客受入状況を注視しつつ、関係機関との意見交換・関連情報の収集を行い、制度対象や必要性等について引
き続き検討する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・第５次沖縄県観光振興基本計画において、平成33年度までの達成目標値を上方修正
した。

・サービス品質の担保や認証制度に類する取組には地域通訳案内士制度、ちゅら島沖
縄観光タクシー制度、教育旅行民泊取扱指針、セーフティー・ダイビング沖縄、優良県産
品推奨制度など様々な取組がある。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・成果指標については、計画を進めながら各指標が沖縄観光の現状を客観的・定量的に示しているのか検証する必要がある。
・成果指標の公表方法については、県民や民間事業者等がより活用しやすい効果的な方法へ改善する必要がある。
・公的機関における認証制度の導入可能性については、必要性及び有効性を検証し、利用者である国内外の観光客の動向等も把握する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 沖縄観光国際化ビッグバン事業 実施計画記載頁 189

対応する
主な課題

②海外からの誘客については、アジアからの観光客が増加傾向にあるが、海外における沖縄の認知度は依然として低い状況にあることから、観光マーケティン
グ力を強化し、アジア諸国や欧米を中心に誘客ターゲットを絞り込み、効果的で戦略的なプロモーション活動を展開することが重要である。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ②　海外誘客活動の戦略的展開　

施策の小項目名 ○海外誘客の推進

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　外国人観光客数の増加を目的に、①航空路線の就航や増便等を促す交通アクセスの
拡充、②映画やＴＶ等のマス媒体を活用した一般旅行者の認知度向上、③セールス活
動の拡充によるビジネスチャネルの強化等を実施する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ実施
地域数
14箇所

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 沖縄観光国際化ビッグバン事業

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　プロモーション地域数は14箇所の目標値に対し
て、25箇所の実施となった。

954,061 1,011,000
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：　プロモーション地域数は14箇所の目標値
に対して、14箇所の実施を計画している。

予算事業名

一括交付
金（ソフト）

委託 2,462,268 1,793,620 2,062,530 1,554,395

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額

航空路線拡充に係る助成、知名度向上のためのプロモーション等の実施



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 プロモーション実施地域数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　重点市場（台湾、韓国、中国、香港）の旅行博
における11箇所計22回の沖縄観光ブースの出展
及び戦略開拓・新規市場（東南アジア、北米、欧
州、オーストラリア、ロシア等）の旅行博における
14箇所計30回の沖縄観光ブースの出展等を行っ
た。

25箇所 30箇所 29箇所 26箇所 25箇所 14箇所 100.0%

954,061 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　海外主要都市と那覇空港を結ぶ国際航空路線
の拡充や、海外の旅行博覧会等における沖縄観
光プロモーションに取り組んだ結果、外国人観光
客数（空路）は169.9万人（平成29年度）から180万
人（平成30年度）へと増加した。平成30年度は目
標達成済みであり、引き続き外国人観光客の誘
致強化を図る。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成30年度の取組改善案 反映状況

①新たなアジア・日本の周遊ルート、複数地域を巡る旅のスタイルを発信する「国際旅客
ハブ」の形成に向けた取り組みを航空会社、国内外の地域と連携して推進する。

②シンガポール、タイからは周辺国や欧米、豪州等からのトランジット客を効果的に取り
込むため、関係者との連携を図りプロモーションを強化するとともに、送客安定化のため
複数航空会社の参入を目指す。

①「国際旅客ハブ」の形成に向けて、航空会社及び他自治体と連携し、ドイツ、オースト
ラリア及び英国において、トランジット客及び周遊客の獲得に向けた取組を実施した。
※ドイツ、オーストラリアについて、全日本空輸（株）とMTを実施し、就航に向けた調整
を
継続している。

②シンガポール、タイとの直行便を活用したトランジット客の取り込みに向けた取組を実
施するとともに、複数航空会社の参入に向けた取組を実施した。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・より多くの航空会社及び国内外の地域と連携し、トランジット客の誘客活動を展開する。
・本島及び離島における体験型の観光メニューや新しい観光スポットを積極的に発信し、リピーター客や新たな客層の獲得に繋げる。
・欧州・豪州等からのチャーター便の実施に向け関係者と連携を進める。

○内部要因 ○外部環境の変化

・平成31年３月に際内連結ターミナルの供用が開始され、チェックインカウンター数が３
倍になるなど、那覇空港における国際線の新規就航・増便にかかる環境改善が進んで
いるものの、ハンドリングやスロットの確保は厳しい状況が続いている。

・平成31年３月に下地島空港の旅客ターミナルが開業し、国内及び国際線定期便の就
航が決定している。

・平成30年11月に、シンガポールからの直行便が週３便から週４便へと増便された。

・欧米、豪州等において認知度が向上しており、沖縄旅行商品を取り扱う旅行会社も増
加している。

・これまでの東アジア市場に加え、東南アジア市場においても、国内他地域との競争が
激しくなっており、リピーター客獲得などで厳しい環境が続いている。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・那覇空港国際線のハンドリング、スロットの状況は依然厳しいことから、機材の大型化やトランジット客の誘客拡大等、既存路線を活用した取組を強化する必要がある。
・競争が激化している中で選ばれる観光地となるよう、体験型の観光メニューや新しい観光スポット等の発掘・発信を強化する必要がある。
・欧米・豪州等からの安定的な誘客に繋がる仕組みを構築する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名

一括交付
金（ソフト）

委託 119,415 107,463 105,792 79,916

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　クルーズ船の寄港促進を図るため、船社訪問等
の誘致活動を７地域で実施した。また、クルーズ船受入団体
への支援などの事業を実施した。

50,959 90,500
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：　クルーズ船の寄港促進を図るため、船社
訪問等の誘致活動を７地域で実施し、また、クルーズ船受入
団体への支援などの事業を実施する。

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 クルーズ船プロモーション事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　国内外のクルーズ船社への誘致活動や旅行会社等と連携した商品造成支援等を行う
とともに、受入体制を強化し、クルーズ船の寄港促進を図る。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 クルーズ船プロモーション事業 実施計画記載頁 189

対応する
主な課題

②海外からの誘客については、アジアからの観光客が増加傾向にあるが、海外における沖縄の認知度は依然として低い状況にあることから、観光マーケティン
グ力を強化し、アジア諸国や欧米を中心に誘客ターゲットを絞り込み、効果的で戦略的なプロモーション活動を展開することが重要である。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ②　海外誘客活動の戦略的展開　

施策の小項目名 ○海外誘客の推進

クルーズ寄港への助成、誘致プロモーション等の実施クルーズ寄港への助成、誘致プロモーション等の実施

７カ所

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ実施

地域数



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

平成29年度末に策定した「東洋のカリブ構想」に基づき、フライ＆クルーズの推進、南西
諸島周遊クルーズの誘致、沖縄でのクルーズ・カンファレンスの開催等に取り組む。

「東洋のカリブ構想」に基づき、平成31年度以降の予算の確保及びフライ＆クルーズの
推進に向けた取り組みを開始するとともに、大手クルーズ船社の幹部を招聘した第1回
目となる「沖縄クルーズ・カンファレンス」を平成30年11月に開催し、、県内外のクルーズ
関係者と大手クルーズ船社との連携強化及び日本におけるクルーズビジネス拠点して
の沖縄の重要性の発信を行った

　船社訪問や展示会参加等の誘致活動を中国、
韓国、米国など７地域で展開し、順調に取組を推
進した。平成30年における本県へのクルーズ船
寄港回数は528回で対前年比で13回、約2.5％増
となった。海路の入域観光客数は1,123,800人で
対前年比で235,500人、約26.5％増となった。とも
に前年を上回り順調に推移している。

活動指標名 - H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 - H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 プロモーション実施地域数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　クルーズ船の本県への寄港促進を図るため、
船社訪問や展示会参加など一連の誘致活動を７
地域で実施した。また、乗客の満足度向上を図る
ため、クルーズ船受入団体への支援など受入体
制強化のための事業を実施した。

7カ所 7カ所 7カ所 7カ所 7カ所 7カ所 100.0%

50,959 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・本部港においては受入体制整備のため調査事業を実施し、課題の抽出から対応策の検討を行う。
・欧米豪向けに沖縄の寄港地としての認知度向上のためのプロモーション活動を展開するとともに、誘致活動を強化する。
・各地域のクルーズ促進連絡協議会との連携強化をはじめ、沖縄県クルーズ促進連絡協議会等の場を活用し、誘致・受入にかかる課題の共有や解決に向けて、官民一体と
なった取り組みを推進する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・これまで寄港の少なかった平良港や中城湾港でもクルーズ船の寄港が増加傾向にあ
り、各港でクルーズ船受入に関する体制強化が進んでいる。
・一方で、クルーズ船の寄港増により、特に離島地域においてはバス不足やガイド不足
など受入面での課題が生じている。

・主要なクルーズ船社が中国をはじめとした東アジアに配船を進めるなどクルーズ人口
が増加しており、東アジアのクルーズ市場は拡大傾向にある。
・那覇港だけでなく、平良港、中城湾港へのクルーズ船の寄港も増加している。
・中国や台湾などアジアからのクルーズが好調である一方、欧米客向けクルーズの寄
港が少ない状況である。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・平成29年度に策定した「東洋のカリブ構想」に基づき、「フライ＆クルーズの推進」、「南西諸島周遊クルーズの誘致」、「クルーズ・カンファレンスの開催」の３つの柱を軸に、全
県的にクルーズ船の誘致・受入が推進できる体制の構築を図る必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名

一括交付
金（ソフト）

委託 ― 245,965 253,759 256,172

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　多言語コンタクトセンターの運営や翻訳支援、イ
ンバウンド連絡会の実施、医療通訳コールセンターの運営等

278,836 293,600
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：　多言語コンタクトセンターの運営や翻訳支
援、インバウンド連絡会の実施、医療通訳コールセンターの運
営等

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 外国人観光客受入体制強化事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　外国人観光客の利便性の確保や満足度の向上を図るため、多言語による観光案内や
通訳サービス、メニュー・ホームページ等の翻訳に係る費用の支援等、外国人観光客受
入に係る取組を行う。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 外国人観光客受入体制強化事業 実施計画記載頁 190

対応する
主な課題

②海外からの誘客については、アジアからの観光客が増加傾向にあるが、海外における沖縄の認知度は依然として低い状況にあることから、観光マーケティン
グ力を強化し、アジア諸国や欧米を中心に誘客ターゲットを絞り込み、効果的で戦略的なプロモーション活動を展開することが重要である。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ②　海外誘客活動の戦略的展開　

施策の小項目名 ○海外誘客の推進

多言語コンタクトセンター運営、受入インフラ整備支援、インバウンド連絡会、緊急医療態勢

整備等の実施



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①引き続き外国人観光客の満足度向上に繋がる取り組みを継続するとともに、平成30
年度より、外国人観光客の急なケガや病気などの医療受診に対応するため、24時間365
日医療通訳サービスを多言語で対応できるコールセンターを設置し、外国人観光客が安
心して沖縄観光を楽しむことができ、さらに県内医療機関等の負担軽減を図る環境を整
備する。

①引き続き外国人観光客の満足度向上に繋がる取り組みを継続するとともに、平成30
年度より、外国人観光客の急なケガや病気などの医療受診に対応するため、24時間
365日医療通訳サービスを多言語で対応できるコールセンターを設置し、外国人観光客
が安心して沖縄観光を楽しむことができ、さらに県内医療機関等の負担軽減を図る環境
を整備した。

実施 ― 100.0%

活動指標名 医療態勢整備 H30年度

実績値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　多言語コンタクトセンター対応件数については、
6,387件と多くの外国人観光客に利活用された。
また、受入インフラ整備支援についても、メ
ニュー・ホームページ等の翻訳支援を48件実施し
ており、外国人観光客受入に寄与できた。医療体
制整備については、医療コーディネーター養成研
修等を実施するとともにインバウンド医療通訳
コールセンターを設置し、1,113件の利用実績をあ
げるなど、外国人観光客が安心して沖縄観光を
楽しめる環境の整備を図った。

活動指標名 インバウンド連絡会 H30年度

実績値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

達成割合
A/B

５回 ５回 ６回 ４回 ２回 ― 100.0%

達成割合
A/B

― ― 実施 実施

活動指標名 受入インフラ整備支援 H30年度

実績値
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

197件 177件 85件 96件 48件 ― 100.0%

活動指標名 多言語コンタクトセンター対応 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値
H26年度 　外国人観光客の満足度向上等を図るため、多

言語で観光案内等を行う多言語コンタクトセン
ターの運営や、メニュー・ホームページ等の翻訳
に係る費用の支援、インバウンド連絡会、医療態
勢整備に係る医療コーディネーター養成研修等を
実施した。

9,674件 7,216件 7,756件 7,544件 6,387件 ― 100.0%

278,836 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・外国人観光客の満足度向上に繋がる取組を継続するとともに、外国人観光客の更なる医療対応の環境整備を図るため、医療通訳コールセンターの運営に加えて、平成31年度
より、医療機関等に対して「医療通訳者紹介」等も実施する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・県が実施している外国人観光客の満足度調査において、「外国語対応能力」の満足度
は上昇傾向にはあるものの依然低い値となっている。

・沖縄県の入域外国人観光客数は年々増加傾向にあり、平成30年（暦年）の入域外国
人は約269万人と過去最高を記録した。

・外国人観光客の急増に伴い、文化や習慣、マナーの認識の違いによる地元住民とのト
ラブルや、急病や事故等によるケガで医療機関を受診する外国人観光客が増えてい
る。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・外国人観光客の満足度が低い「外国語対応能力」について、引き続き、環境整備を行う必要がある。
・外国人観光客に対して日本のマナーや習慣を周知するとともに、県民が外国人観光客を温かく迎え入れる気運を高める取組を行う必要がある。また、外国人観光客が医療機
関等を受診する際の環境整備を行う必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 外国人観光客誘致強化戦略策定事業 実施計画記載頁 190

対応する
主な課題

②海外からの誘客については、アジアからの観光客が増加傾向にあるが、海外における沖縄の認知度は依然として低い状況にあることから、観光マーケティン
グ力を強化し、アジア諸国や欧米を中心に誘客ターゲットを絞り込み、効果的で戦略的なプロモーション活動を展開することが重要である。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ②　海外誘客活動の戦略的展開　

施策の小項目名 ○海外誘客の推進

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　外国人観光客数の増加を目的に、①航空路線の就航や増便等を促す交通アクセスの
拡充、②WEBやSNS等を活用した一般旅行者の認知度向上、③セールス活動の拡充に
よるビジネスチャネルの強化等を実施する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 沖縄観光国際化ビッグバン事業（外国人観光客誘致強化戦略策定事業）

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：
　①航空路線の誘致、②メディア等を活用した沖縄県の認知
度向上、③セールス活動によるビジネスチャネルの強化等を
実施。

954,061 1,011,000
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：
　①航空路線の誘致、②メディア等を活用した沖縄県の認知
度向上、③セールス活動によるビジネスチャネルの強化等を
実施。

予算事業名

一括交付
金（ソフト）

委託 2,462,268 1,793,620 2,062,530 1,554,395

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額

国際観光戦略モデルの効果検証



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 国際観光戦略モデルの効果検証 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　外国人観光客数の増加を目的に、航空路線の
就航や増便等を促す交通アクセスの拡充、WEB
やSNS等を活用した一般旅行者の認知度向上、
セールス活動の拡充によるビジネスチャネルの
強化等を実施した。 国際観光戦略モデルの効果
検証については、沖縄観光国際化ビッグバン事
業において個別に実施した。

実施 実施 実施 実施 実施 ― 100.0%

954,061 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　海外主要都市と那覇空港を結ぶ国際航空路線
の拡充や、海外の旅行博覧会等における沖縄観
光プロモーションに取り組んだ結果、外国人観光
客数（空路）は169.9万人（H29年度）から180万人
（H30年度）へと増加した。平成30年度は目標を
達成した。また、平成30年11月にはシンガポール
－那覇間の直行定期便が週３便から週４便へと
増便された。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成30年度の取組改善案 反映状況

①直行便が就航したタイ（バンコク）とシンガポールからの安定した誘客を促進するた
め、これらを注力市場と位置づけ、集中的に予算と人員を投入する。

②欧米豪からのトランジット送客を推進するため、現地航空会社、旅行会社に加え、外
国人観光客から人気の高い国内の自治体と連携するとともに、委託駐在員を活用した
取り組みを行う。

③今後は沖縄観光国際化ビッグバン事業内で引き続き実施していく。

①タイ及びシンガポールでの一般消費者向け旅行博において、直行便運航航空会社と
連携したほか、県内事業者に共同出展を募り複数ブースを展開した。

②航空会社、国内他自治体と連携し、ドイツ、オーストラリア及び英国においてトラン
ジット客及び周遊客の獲得に向けた取組を実施した。

③上記取組を沖縄観光国際化ビッグバン事業で実施した。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・より多くの航空会社及び国内外の地域と連携し、トランジット客の誘客活動を展開する。
・本島に加え離島における体験型の観光メニューや新しい観光スポットを積極的に発信し、リピーター客や新たな客層の獲得に繋げる。
・欧州・豪州等からのチャーター便の実施に向け関係者と連携を進める。

○内部要因 ○外部環境の変化

・平成31年３月に際内連結ターミナルの供用が開始され、チェックインカウンター数が３
倍になるなど、那覇空港における国際線の新規就航・増便にかかる環境改善が進んで
いるものの、ハンドリングやスロットの確保は厳しい状況が続いている。

・平成31年３月に下地島空港の旅客ターミナルが開業し、国内及び国際線定期便の就
航が決定している。

・平成30年11月に、シンガポールからの直行便が週３便から週４便へと増便された。

・欧米、豪州等において認知度が向上しており、沖縄旅行商品を取り扱う旅行会社も増
加している。

・これまでの東アジア市場に加え、東南アジア市場においても、国内他地域との競争が
激しくなっており、リピーター客獲得などで厳しい環境が続いている。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・那覇空港国際線のハンドリング、スロットの状況は依然厳しいことから、機材の大型化やトランジット客の誘客拡大等、既存路線を活用した取組を強化する必要がある。

・競争が激化している中で選ばれる観光地となるよう、体験型の観光メニューや新しい観光スポット等の発掘・発信を強化する必要がある。

・欧米・豪州等からの安定的な誘客に繋がる仕組みを構築する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 フィルムツーリズム推進事業 実施計画記載頁 190

対応する
主な課題

②海外からの誘客については、アジアからの観光客が増加傾向にあるが、海外における沖縄の認知度は依然として低い状況にあることから、観光マーケティン
グ力を強化し、アジア諸国や欧米を中心に誘客ターゲットを絞り込み、効果的で戦略的なプロモーション活動を展開することが重要である。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ②　海外誘客活動の戦略的展開　

施策の小項目名 ○海外誘客の推進

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　沖縄観光への需要喚起を図る一つの要素として、映像を活用し、認知度（理解・好意）
向上を図るため、国内外の映画祭等出展を通して、ロケ地沖縄のＰＲ及びロケ隊の受入
整備強化を推進する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

5箇所
ブース出展等
（商談会）
20件
ロケ支援数

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 フィルムツーリズム推進事業

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：①ブース出展等5カ所、②ロケ受入セミナー等開
催3回、③ロケ支援数20件の目標値に対して、①4カ所、②6
回、③40件であった。

158,247 161,700
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：ブース出展等5カ所、ロケ受入セミナー等開
催3回、ロケ支援件数20件の目標値を定め、実施予定である。

一括交付
金（ソフト）

委託 97,959 139,844 251,733 210,624

①国内外でのロケ地沖縄のPR、ロケ誘致

②ロケ受入セミナー等開催



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 ブース出展等（商談会） H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　国内外の映画祭等へ出展し、映像制作関係者
と商談を実施する等、コネクション強化に努め、
併せて映像関係者を沖縄に招聘し、ロケハン・シ
ナハンを実施した。また、円滑なロケ受入体制を
構築するため、ロケ受入セミナー、ロケ受入連絡
会を実施した。

6カ所 7カ所 10カ所 5カ所 4カ所 5カ所 80.0%

158,247 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

18件 28件 41件 32件 40件 20件 100.0%

活動指標名 ロケ支援数 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　平成30年度については、釜山、東京、ベルリ
ン、香港で開催されたフィルムマーケットに出展
し、計125件の商談を実施した。
　直接的なロケ支援については、昨年より8件増
の40件実施した。また、本島、離島にてロケ受入
連絡会を4回開催し、県民を対象としたセミナーで
は、96人の参加があった。

活動指標名 ロケ受入セミナー等開催 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

3回 10回 4回 4回 6回 ― 100.0%

平成30年度の取組改善案 反映状況

①沖縄でのロケ撮影を促すため、国内外の監督・プロデューサーの招聘件数を増加さ
せ、ロケ誘致を推進する。

②過去の支援した沖縄ロケのタイ・シンガポール作品のＰＲを通した観光誘客に取り組
む。

③市町村ヒアリングやセミナーを通した受入体制の強化に取り組む。

①国内外の映像関係者を招聘し、ロケハン・シナハンを5件（計13名）実施した。

②沖縄とシンガポールで撮影された映画を活用した上映プロモーションをシンガポール
にて実施し、沖縄旅行の需要喚起を図った。

③本島及び離島（宮古・離島）において、ロケ受入連絡会を実施し、意見交換等を行っ
た。また、県民向けセミナーを2回開催した。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・県民向けの映像関係のセミナーを通して、受入体制の強化（ロケ撮影への理解促進、県内の映像業界の認知度向上）に取り組む。

○内部要因 ○外部環境の変化

・沖縄でのロケ撮影を促進するためには、ロケ地となる地域住民の理解が必須である
が、映像関係者でなければ、ロケ撮影に接する機会は限られる。
・映像業界、ロケ地の申請代行等をおこなうロケコーディネーターの人材が不足してい
る。

・国内他地域においても、映像を活用した観光誘客を実施しており、競争が激しくなって
いる。
・海外においては、国を挙げて映画ロケ等の誘致を行っている。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・ロケ地となる地域住民の理解を促進する取り組みが必要である。
・映像業界、ロケコーディネ－ターについて、県民が興味を持つことができる取り組みが必要である。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名

一括交付
金（ソフト）

委託 ― ― 23,022 13,883

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　沖縄におけるラグジュアリーマーケットビジネス
の構築に向けたテストマーケティングを実施した他、業界、一
般向けのシンポジウムを開催した。

10,580 0 ○R元（H31）年度：―

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 ラグジュアリートラベル・ビジネス調査構築事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　沖縄が持つ豊かな自然や多様な文化などのソフトパワーを活用し、国内外のラグジュ
アリー層を取り込むことを目的に、ラグジュアリートラベルの現状把握、受入体制を含む
各種課題の抽出、ラグジュアリー層を対象としたビジネスモデルの構築等に取り組む。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 ラグジュアリートラベル・ビジネス調査構築事業 実施計画記載頁 190

対応する
主な課題

②海外からの誘客については、アジアからの観光客が増加傾向にあるが、海外における沖縄の認知度は依然として低い状況にあることから、観光マーケティン
グ力を強化し、アジア諸国や欧米を中心に誘客ターゲットを絞り込み、効果的で戦略的なプロモーション活動を展開することが重要である。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ②　海外誘客活動の戦略的展開　

施策の小項目名 ○海外誘客の推進

ラグジュアリー

トラベルの実態

調査

テストマーケ

ティングの実施



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①　富裕層獲得に向けた官民連携による実証実験（テストマーケティング）を実施し、そ
の結果を踏まえ、富裕層誘客の位置づけを明確化し、地域と連携しつつ、施策の方向性
を定めた誘客戦略を作成する。

①　モニターツアー等を実施し、旅行社、富裕層のニーズを反映した商品の造成に繋げ
た。

②　ホテルやアクティビティ事業者等から構成する富裕層の誘客に向けた協議会準備
会を開催し、沖縄が誘客したい富裕層像等について検討を行った。

　想定したモニターツアーを実施し、当該取組を
反映する形で最終的に富裕層を専門に扱う事業
者の商品としてツアーの造成に繋げた。また、関
連業界や県民を対象としたシンポジウムを開催し
た結果、定員上限に近い200名の参加があり、富
裕層誘客に対する機運造成に繋がったことから
順調と判断した。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 テストマーケティングの実施 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　国内向けとして富裕層専門代理店の造成担当
者を招聘したモニターツアーを実施したほか、海
外向けとして海外富裕層を想定したモニターツ
アーを実施した。また、関連業界や県民を対象
に、ラグジュアリートラベルへの興味関心を喚起
するシンポジウムを開催した。

― ― ―
実態調査
の実施

実施 ― 100.0%

10,580 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・本調査事業は平成30年度で終了する。課題の一つである富裕層マーケットにおける認知度向上については、別事業にてプロモーションを実施する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・富裕層旅行代理店は、富裕層への旅行手配だけでなく、富裕層受入体制整備やサプ
ライヤーの管理・監督において重要な役割を持つが、県内はもとより日本全体として富
裕層のニーズを捉えたサービスを提供できる代理店が不足している。

・富裕層に特化した商談会等における沖縄の認知度が低い。

・富裕層の明確な定義がなく、富裕層と想定される旅行者が求めるニーズも多様化して
いる。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・富裕層向けの県内旅行代理店等の育成を進める必要がある。
・富裕層マーケットにおける沖縄の認知度向上に努める必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

一括交付
金（ソフト）

委託 2,462,268 1,793,620 2,062,530 1,554,395

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：
　プロモーション地域数は、２箇所の目標値に対して、２箇所
の実施となった。

954,061 1,011,000
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：
　プロモーション地域数２箇所を計画している。

 担当部課【連絡先】 文化観光部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 沖縄観光国際化ビッグバン事業

２地域
プロモーション
実施地域

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　外国人観光客数の増加を目的に、①航空路線の就航や増便等を促す交通アクセスの
拡充、②映画やＴＶ等のマス媒体を活用した一般旅行者の認知度向上、③セールス活
動の拡充によるビジネスチャネルの強化等を実施する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 「国際旅客ハブ」の形成 実施計画記載頁 190

対応する
主な課題

②海外からの誘客については、アジアからの観光客が増加傾向にあるが、海外における沖縄の認知度は依然として低い状況にあることから、観光マーケティン
グ力を強化し、アジア諸国や欧米を中心に誘客ターゲットを絞り込み、効果的で戦略的なプロモーション活動を展開することが重要である。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ②　海外誘客活動の戦略的展開　

施策の小項目名 ○海外誘客の推進

国際旅客ハブの形成に向けた取組



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①欧米・豪州等における沖縄の認知度は他市場に比べ未だ低いことから、沖縄の露出
を増やす（消費者が沖縄について目にする機会を増やすため）沖縄旅行商品取扱い
チャネルの拡大を図る。

②国内経由のみならず、アジアの他都市経由での来訪を促す。

①個人客向けのプロモーションに加え、現地旅行会社（卸販売）と連携し、旅行会社向
けセミナー等を実施した。

②アジアとの直行便を運航する航空会社との連携に向け調整を行った。

　航空会社と連携し、オーストラリア及びドイツに
おける旅行博等でのプロモーションや、旅行会社
向けのセミナー等を開催するなど、国際旅客ハブ
の形成に向けて取り組んだ結果、欧米等新規市
場からの入域観光客数が対前年比24.7％の増加
となった。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 プロモーション実施地域数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　航空会社や他自治体と連携し、欧米、豪州等長
距離からのトランジット客及び周遊客を対象とし
たプロモーションを実施した。

― ― ― ― 2地域 2地域 100.0%

954,061 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・国内外のより多くの地域と連携し、トランジット客の誘客活動を展開する。
・国外の航空会社と連携し、アジアの都市を経由した那覇空港または下地島空港への誘導を図る。

○内部要因 ○外部環境の変化

・平成31年３月に際内連結ターミナルの供用が開始され、チェックインカウンター数が３
倍になるなど、那覇空港における国際線の新規就航・増便にかかる環境改善が進んで
いるものの、ハンドリングやスロットの確保は厳しい状況が続いている。
・平成31年３月に下地島空港の旅客ターミナルが開業し、国内及び国際線定期便の就
航が決定している。

・平成30年11月に、シンガポールからの直行便が週３便から週４便へと増便された。
・直行便がすでに就航している路線においても、新規参入や増便を希望する航空会社
がある。
・下地島空港においては香港からの直行便が決定している。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・那覇空港国際線のハンドリング、スロットの状況は依然厳しいことから、機材の大型化を含め既存路線を活用した取組を強化する必要がある。
・国内のみならず、アジアの都市経由での来訪につながる仕組みを構築する必要がある。
・ビーチを求める欧米・豪州等からの観光客のニーズに合致する離島への誘導を進める必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 「東洋のカリブ」の形成 実施計画記載頁 190

対応する
主な課題

②海外からの誘客については、アジアからの観光客が増加傾向にあるが、海外における沖縄の認知度は依然として低い状況にあることから、観光マーケティン
グ力を強化し、アジア諸国や欧米を中心に誘客ターゲットを絞り込み、効果的で戦略的なプロモーション活動を展開することが重要である。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開
施 策 ②　海外誘客活動の戦略的展開　

施策の小項目名 ○海外誘客の推進

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　国内外のクルーズ船社への誘致活動や旅行会社等と連携した商品造成支援等を行う
とともに、受入体制を強化し、クルーズ船の寄港促進を図る。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 クルーズ船プロモーション事業

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　クルーズ船の寄港促進を図るため、船社訪問等
の誘致活動を７地域で実施した。また、クルーズ船受入団体
への支援などの事業を実施した。

50,959 90,500
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：　クルーズ船の寄港促進を図るため、船社
訪問等の誘致活動を７地域で実施し、また、クルーズ船受入
団体への支援などの事業を実施する。

一括交付
金（ソフト）

委託 119,415 107,463 105,792 79,916

「東洋のカリブ構想」で示したロードマップに基づく取組の推進
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活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 プロモーション実施地域数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　クルーズ船の本県への寄港促進を図るため、
船社訪問や展示会参加など一連の誘致活動を７
地域で実施した。また、乗客の満足度向上を図る
ため、クルーズ船受入団体への支援など受入体
制強化のための事業を実施した。

7カ所 7カ所 7カ所 7カ所 7カ所 ― 100.0%

50,959 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 － H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　船社訪問や展示会参加等の誘致活動を中国、
韓国、米国など７地域で展開し、順調に取組を推
進した。平成30年における本県へのクルーズ船
寄港回数は528回で対前年比で13回、約2.5％増
となった。海路の入域観光客数は1,123,800人で
対前年比で235,500人、約26.5％増となった。とも
に前年を上回り順調に推移している。

活動指標名 － H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成30年度の取組改善案 反映状況

平成29年度末に策定した「東洋のカリブ構想」に基づき、フライ＆クルーズの推進、南西
諸島周遊クルーズの誘致、沖縄でのクルーズ・カンファレンスの開催等に取り組む。

・「東洋のカリブ構想」に基づき、平成31年度以降の予算の確保及びフライ＆クルーズ
の推進に向けた取り組みを開始するとともに、大手クルーズ船社の幹部を招聘した第1
回目となる「沖縄クルーズ・カンファレンス」を平成30年11月に開催し、、県内外のクルー
ズ関係者と大手クルーズ船社との連携強化及び日本におけるクルーズビジネス拠点し
ての沖縄の重要性発信を行った
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４　取組の改善案（Action）

・本部港においては受入体制整備のため調査事業を実施し、課題の抽出から対応策の検討を行う。
・欧米豪向けに沖縄の寄港地としての認知度向上のためのプロモーション活動を展開するとともに、誘致活動を強化する。
・各地域のクルーズ促進連絡協議会との連携強化をはじめ、沖縄県クルーズ促進連絡協議会等の場を活用し、誘致・受入にかかる課題の共有や解決に向けて、官民一体と
なった取り組みを推進する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・これまで寄港の少なかった平良港や中城湾港でもクルーズ船の寄港が増加傾向にあ
り、各港でクルーズ船受入に関する体制強化が進んでいる。
・一方で、クルーズ船の寄港増により、特に離島地域においてはバス不足やガイド不足
など受入面での課題が生じている。

・主要なクルーズ船社が中国をはじめとした東アジアに配船を進めるなどクルーズ人口
が増加しており、東アジアのクルーズ市場は拡大傾向にある。
・那覇港だけでなく、平良港、中城湾港へのクルーズ船の寄港も増加している。
・中国や台湾などアジアからのクルーズが好調である一方、欧米客向けクルーズの寄
港が少ない状況である。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・平成29年度に策定した「東洋のカリブ構想」に基づき、「フライ＆クルーズの推進」、「南西諸島周遊クルーズの誘致」、「クルーズ・カンファレンスの開催」の３つの柱を軸に、全
県的にクルーズ船の誘致・受入が推進できる体制の構築を図る必要がある。
・本部港においては受入体制整備のため調査事業を実施し、課題の抽出から対応策の検討を行うこととしている。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）


