
様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

183

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

20件
キャンペー
ン件数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

133,902 130,650 県単等

実績値

20件

①きめ細かな国内誘客活動の展開

観光誘致対策事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果推進状況

計画値

　平成28年度においては、これまでの国内外における官民上げてのプロモーション・誘致
活動等により、国内・海外航空路線の拡充並びにクルーズ船の就航増につながった。そ
の結果、平成28年度の入域観光客数は877万人で、4年連続で前年度実績を上回り、国
内客、海外客ともに過去最高の入域観光客数であった。
　また、平成28年度の観光収入についても、過去最高の6,603億円となった。
　当事業も、誘客プロモーション活動など計画を上回る23件を実施し、一定の貢献を果た
したため、順調とした。

事業名

観光誘致対
策事業費

　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(イベントでのPR、広告宣伝等)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(新聞、雑誌、TV等)の展開及び沖縄観光情報
の発信を行った。

活動内容

23件

施策展開

施策

活動指標名

キャンペーン実施件数

市場特性に対応した誘客活動の展開

取組内容

(施策の小項目) ○国内誘客の推進

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　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。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

3-(2)-イ

主な取組

年度別計画

○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約８割と高く、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。

対応する
主な課題

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）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

136,194 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

522.6万人
(23年度）

664万人
（28年度）

640万人 141.5万人 ―

傾向 全国の現状

717万人
（26年度）

794万人
（27年度）

877万人
（28年度）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（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）

入域観光客数（国内・海外計）

観光誘致対
策事業費

　航空会社や旅行会社等とタイアップして厚みのある季節プロモーションを展開したことにより、
平成28年度国内入域観光客数は664万人で過去最高を記録した。
　国内観光客については、4年連続で過去最高を記録するなど堅調に推移しているものの、平
成33年度の目標数値である国内観光客800万人達成に向けては、更なる需要の創出及び提供
座席数の拡大を図る必要がある。

平成28年度の取組改善案

沖縄県の現状

事業名

・H33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る必要があり、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。

・引き続き、リピーターの促進を図るとともに、沖縄旅行未経験者掘り起こしを図る必要がある。

○内部要因
・観光消費額の向上を強化する取り組みと更にそれらを全庁的に推進するための体制を構築する必
要がある。

○外部環境の変化
・為替変動による影響を受けやすい。

・航空会社の経営状況による提供座席数の変動など影響を受けやすい。

・他競合地の台頭による、国内市場の競争の激化。

活動内容

反映状況

　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
開を行う。
　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
情報の発信を行う。

入域観光客数（外国人除く）

参考データ

成果指標

①平成28年度は、国民の6割といわれている沖縄
旅行未体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。

①新規需要の掘り起こしを図るため、「青い海」、
「青い空」などのこれまでの沖縄の一般的なイメー
ジに加え、沖縄独自のコンテンツ（食・歴史・文化
等）を活用したプロモーションを展開する。

平成29年度計画
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４　取組の改善案（Action）

・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や意見交換会を実施
し、協力関係の維持強化を実施する。また、プロモーション強化のため、航空会社とのタイアップ事業
については航空各社が活用しやすいようなスキームを検討する。

・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。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

184

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
4件
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実
施件数 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

990,899 990,196
一括交付

金
（ソフト）

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

順調

　シーズンごとにターゲットを設定し、その魅力を届けるキャンペーンを展開した。この
キャンペーンに連動させ、航空会社、旅行会社ともシーズンに合わせたＰＲ展開を連携し
て進めたことで、月別の入域観光客数についてもオールシーズンで対前年比アップな
ど、1年を通じ安定した観光客数の確保を推し進めることができた。
　また、沖縄から就航路線のある地域を中心に、航空会社や旅行会社、メディアと連携し
た情報発信やイベントを実施することで、路線の強化に繋がるプロモーションを展開する
ことができた。

キャンペーン実施数 － ４件

事業名 活動内容

国内需要安
定化事業

　季節ごとに沖縄への観光誘客ターゲットを特定
した上で、WEBや各種メディア等を活用したプロ
モーション活動を４件を実施した。
　また、航空会社と連携し、路線拡大や需要喚起
を目的とするイベントや航空会社が持つ各種媒体
等など活用したプロモーション等を行った。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容
 国内観光客の安定的かつ継続的な確保を目的に、季節ごとに沖縄への観光誘客ター
ゲットを特定した上で、きめ細かなプロモーション活動を行う。

年度別計画

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

平成28年度実績

(施策の小項目) ○国内誘客の推進

主な取組 国内需要安定化事業

対応する
主な課題

○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約８割と高く、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

季節ごとの誘客キャンペーン、観光ＰＲイベントの実施



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

635,408
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

522.6万人
(23年度）

664.1万人
（28年度）

640万人 141.5万人 ―

傾向 全国の現状

12万人
（26年度）

2.4万人
(27年度)

2.3万人
(28年度)

↘ ―

717万人
（26年度）

794万人
（27年度）

877万人
（28年度）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

入域観光客数（国内・海外計）

航空会社や旅行会社等とタイアップして厚みのある季節プロモーションを展開したことにより、平成28年国内入域観光
客数は653.1万人で過去最高を記録した。
国内観光客については、4年連続で過去最高を記録するなど堅調に推移しているものの、平成33年度の目標数値で
ある国内観光客800万人達成に向けては、更なる需要の創出及び提供座席数の拡大を図る必要がある。

○内部要因
・観光消費額の向上を強化する取り組みと更にそれらを全庁的に推進するための体制を構築する必
要がある。

○外部環境の変化
・為替変動による影響を受けやすい。

・航空会社の経営状況による提供座席数の変動など影響を受けやすい。

・他競合地の台頭による、国内市場の競争の激化。

成果指標

入域観光客数〈外国人除く〉

参考データ 沖縄県の現状・推移

タイアップ旅行商品による県外からの
誘客数

国内需要安
定化事業

　国内からの観光客誘致の基盤を形成するために、既存の取
り組みに加え、ターゲットを特定した季節ごとのきめ細やかなプ
ロモーションを４件展開する。また、ＬＣＣの台頭などを背景に、
他の国内外観光地との競争が激化する中、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活動を
行う。

平成28年度の取組改善案 反映状況

　新規需要の掘り起こしを図るため、「青い海」、
「青い空」などのこれまでの沖縄の一般的なイメー
ジに加え、沖縄独自のコンテンツ（食・歴史・文化
等）を活用したプロモーションを展開する。

　平成28年度は、国民の6割といわれている沖縄
旅行未体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。

平成29年度計画

事業名 活動内容



様式１（主な取組）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・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や、意見交換会を実
施し、協力関係の維持強化を実施する。また、プロモーション強化のため、航空会社とのタイアップ事
業については航空各社が活用しやすいようなスキームを検討する。

・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。

・H33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る必要があり、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。

・引き続き、リピーターの促進を図るとともに、沖縄旅行未経験者掘り起こしを図る必要がある。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

184

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

2回
県外説明会

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

198,136 196,949
一括交付
金

（ソフト）

―

―

175校

46校

事前・事後学習支援学校

新たなメニュー支援学校数

「主な取組」検証票

平成28年度実績

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、学校に対する事
前・事後学習支援、継続実施学校に対する新たなメニュー等の提案・提供、県外説明
会、関係者招聘事業等を実施する。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○国内誘客の推進

○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約８割と高く、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。

対応する
主な課題

教育旅行推
進強化事業

　修学旅行市場の変化等に対応し、沖縄への修
学旅行を安定的に確保するため、学校に対する
事前・事後学習の支援、継続実施学校に対する新
たなメニュー等の提案・提供、県外説明会、関係
者招聘、県内関係者が意見交換する機会の提供
等を実施した。

活動指標名

県外説明会 ２回 ２回

①きめ細かな国内誘客活動の展開

修学旅行推進強化事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　「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。東京会場は過去
最高の参加者数を集めるなど、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航空会社等とのタイアップによる説明会を、沖縄への航空路線
を有する地方都市等、９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。
　事前・事後学習支援は、熊本地震の影響で目標件数には届かなかったものの、支援実
施校については、修学旅行の充実と満足度の向上を図ることができた。

推進状況

実績値

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）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

174,778
一括交付
金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

45.2万人
（23年）

43.9万人
（27年）

47.5万人
（28年）

△1.7万人 ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

①沖縄への航空路線を有するタイとチャーター便
の就航があるシンガポールの教育旅行市場の調
査を行ったほか、台湾、韓国については教育機関
や旅行社の関係者を招聘しモニターツアーを実施
した。

②県内公立中学・高等学校を対象に受入意向調
査を実施した。当該調査結果をとに、交流ニーズ
への対応を図っていく。

③沖縄県修学旅行推進協議会の教育旅行民泊
分科会において沖縄における教育旅行民泊の定
義を行った。

④今後の平和学習のあり方を検討するため、県外
における平和学習グログラムや人材育成の取り
組み等について調査を行った。

平成29年度計画

修学旅行者数

事業名 活動内容

教育旅行推
進強化事業

国内修学旅行市場の変化に対応し、沖縄への修学旅行を安定
的に確保するため、修学旅行フェアの開催、学校に対する事
前・事後学習の支援、新たな教育旅行商品の開発に向けた調
査研究、県内関係者が意見交換する機会の提供等を行うとと
もに、海外からの修学旅行誘致にも取り組む。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①新たな市場の開拓に向けて、東南アジア市場に
おける教育旅行の実態やニーズ等について調査
するとともに、沖縄への航空路線を有する海外市
場については、モニターツアーの充実を図るなどプ
ロモーションを強化していく。

②海外教育旅行の誘致に取り組む上で重要となる
海外校からの学校交流のニーズに応える受入体
制の整備にむけて、県内の中学・高校に対し、受
入の意向調査を実施する。

③沖縄県修学旅行推進協議会において修学旅行
の体験メニューとして実施されている民泊を「教育
旅行民泊」として定義し、各種プロモーションを展開
していく。

④今後の平和学習のあり方について、県外・海外
における事例等を調査しながら、継続的な実施が
可能でありかつ、教育現場のニーズに即した商品
開発に向けて調査研究を実施する。

―

国内の小中高校生徒数の減少する中において、H27年の修学旅行者数は基準値から減少して
おり、市場環境は厳しい状況にある。継続実施校の安定的な確保及び新規実施校の開拓に向
け、今後も継続して効果的なプロモーションを展開していく。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（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）

４　取組の改善案（Action）

・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
くための取り組みを充実・強化していくとともに、新たな市場の開拓等に向けた検討を進める必要があ
る。

・近年、沖縄修学旅行の体験メニューとして需要が高い教育旅行民泊については、安心・安全の確保
や学習効果を高めていくとともに、効果的なプロモーションを展開してく必要がある。

・沖縄修学旅行の柱である平和学習について、今後も継続的に実施が可能でありかつ、主権者教育
（市民と政治との関わりについての教育）の充実に資するメニューの開発が求められている。

・国内修学旅行の安定的な確保に向けて、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し
ていくため、誘致戦略の策定に向けた調査を実施するほか、新たな市場としての海外からの教育教育
旅行の誘致に向けて、引き続きモニターツアー等を実施に取り組む。

・沖縄県修学旅行推進協議会において、県内の教育旅行民泊の受入団体向けの指針を策定し、沖縄
における教育旅行民泊の安心・安全の確保と学習効果の向上を図っていく。

・平成28年度に実施した県外の平和学習プログラムや学校のニーズ調査の結果を踏まえ、今後の平
和学習のあり方や新たな商品開発に向けた調査研究に取り組む。

○内部要因

・戦後70年以上が経過し、これまで実施されてきた戦争体験者による講話などの平和学習の継続が困
難な状況となっている。

○外部環境の変化

・国内の小中高校数及び生徒数は、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。

・公職選挙法等の一部を改正する法律が施行により、2016年6月から選挙権年齢が18歳以上へ引き
下げられることになった。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

184

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

H24年10月
より巡回バ
ス運行 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

115,225 107,843
一括交付
金

（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

111,485
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　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。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

実績値

(施策の小項目) ○国内誘客の推進

○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約８割と高く、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。

対応する
主な課題

平成29年度計画

LCC仮設ター
ミナル交通対
策事業

　巡回バス運行回数が計画値30，000回に対し
て、37,234回となった。

活動指標名

巡回バス運行回数

事業名 活動内容

― 37,234回

LCC仮設ター
ミナル交通対
策事業

　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
向上を図るため、36,000回の運行を計画している。

①きめ細かな国内誘客活動の展開

LCC仮設ターミナル交通対策事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　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28年9月にはVanillaが那覇
－台北（台湾）線を新規就航し、さらに平成29年2月にはpeachが那覇－バンコク線を新
規就航するなど、ＬＣＣ需要が高まる中、利用されるお客様の利便性向上につながってい
る。

推進状況

LCC巡回バスの運行



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

32,783
(H26)

32,978
(H27)

37,234
(H28)

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（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）

４　取組の改善案（Action）

　ＬＣＣ利用者の利便性の向上を図るため、LCCの
遅延・欠航情報を適切かつ早期に入手し、ＬＣＣの
運行状況に合わせてバス運行時間を調整する等
サービスの向上に努めた。

・LCC利用者の利便性の向上を図るため、LCC事業者と適宜、調整を行い、LCCの運航に合わせたバ
スの運行を行う等柔軟な対応によるサービスの向上を図る。

　航空機の遅延や欠航等によって生じる運用時間の変動に迅速に対応することができた。今後
も新規路線の就航が検討される等、引き続きLCCの需要が見込まれていることから、利用され
るお客様の利便性向上を図っていく必要がある。

○内部要因
・航空機の遅延や欠航等によって運用時間の変動が生じる場合がある。

○外部環境の変化
・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。

・航空会社の旅客需要は、景気や為替等の動向等の影響を受けやすい。

―

平成28年度の取組改善案 反映状況

　LCC利用者の利便性の向上を図るため、LCC事
業者と適宜、調整を行い、LCCの運航に合わせた
バスの運行を行う等柔軟な対応によるサービスの
向上を図る。

巡回バス運行状況

・バスの運行については、LCCの遅延・欠航情報を適切かつ早期に入手することにより、利用者の利
便性向上に繋がる適切な運行を行う必要がある。

成果指標

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

184

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

24,100 23,022
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　沖縄が持つ豊かな自然や多様な文化な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。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光整備課

3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) 国内誘客の推進

○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。

対応する
主な課題

ラグジュア
リートラベ
ル・ビジネス
調査構築事

業

　国内外の富裕層の獲得に向けた基礎資料とす
るため、富裕層旅行市場の実態把握、ビジネスモ
デル等の調査を実施した。

活動指標名

－ － －

①きめ細かな国内誘客活動の展開

ラグジュアリートラベル・ビジネス調査構築事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　富裕層旅行市場の先進地では、富裕層旅行者から直接旅行手配を受託し、顧客のリク
エストやニーズに応じて旅行を企画する富裕層専門の旅行代理店が存在する。これらの
代理店は、現地サプライヤー（宿泊施設、陸上交通・プライベートジェット事業者、アクティ
ビティ等）を独自に手配、アレンジするコーディネート機能を有するとともに、時に現地サ
プライヤーと連携して商品開発を行うなど、富裕層旅行市場を開拓する上で重要な役割
を果たしていることが調査を通して判明した。

推進状況

実績値

ラグジュア

リートラベル

の実態調査



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

14,262
一括交付
金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

－ － － － －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（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）

４　取組の改善案（Action）

－

平成29年度計画

－

事業名 活動内容

ラグジュア
リートラベ
ル・ビジネス
調査構築事

業

　平成28年度の国内外の先進地におけるラグジュアリートラベ
ルのビジネス実態調査を踏まえ、平成29年度は沖縄における
現状と課題を把握し、今後の取り組み方針を決定する。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

－

－

・富裕層市場における沖縄の認知度向上
・富裕層旅行代理店等の事業者との関係構築
・ラグジュアリーホテル等の富裕層向け施設への民間投資の促進
・富裕層ニーズに対応できる高度観光人材の育成

・富裕層旅行ビジネスに挑戦する可能性のある県内企業の把握、県内の富裕層向け観光インフラや
サプライヤー状況の調査、富裕層向けサービスに対応できる県内の人材状況の把握など、沖縄県に
おける現状や課題を把握し、ラグジュアリー層を誘致するビジネスモデルの構築を目指す。

―

○内部要因
・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、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。

○外部環境の変化
・富裕層旅行市場の規模や旅行形態に関する調査文献が非常に限定的なため、富裕層市場のトレン
ドやビジネスモデルの把握が難しく、現時点で実効的な対策が未着手であり、まずは実態調査が必要
な段階である。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

184

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

調査 調査

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

22,208 21,846 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

25,587 県単等
観光統計実
態調査事業

　平成29年度は、例年より２回調査回数を増やすことで、把握
できていない月のデータ取得を目指す。また、主要離島空港
（宮古・石垣・久米島）調査において、離島それぞれの特性調
査を引き続き行い、離島観光データの蓄積を図る。

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

順調

　国内客の性別・年代・居住地・消費額等の基本属性及び旅行全体の満足度等を把握
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に合計４回実施し、データ分析を行った。
　また、調査結果については誘客を担当する部署やＯＣＶＢに対し、誘客プロモーション
事業等へ活かしてもらうため情報提供をし、HP掲載及び冊子作成で情報公開を行った。

平成29年度計画

事業名 活動内容

空港アンケート調査 ４回 ４回

事業名 活動内容

観光統計実
態調査事業

　那覇空港において国内観光客のアンケート調査
及び主要離島空港（宮古・石垣・久米島）調査にお
いて、離島それぞれの観光客における特性調査
を行った。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容

　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。

年度別計画

担当部課 文化観光スポーツ部　観光政策課

平成28年度実績

(施策の小項目) ○マーケティング分析力の強化

主な取組 リピーターの満足度向上対策

対応する
主な課題

○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約８割と高く、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

・リピーター層獲得のためのマーケティング調査を実施
・調査を踏まえターゲット市場に対し有効なアプローチを提案



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

51.7％
（21年度）

52.7％
（27年度）

55％
（28年度）

1ポイント ―

傾向 全国の現状

33.3％
（21年度）

34.0％
（26年度）

31.8％
（27年度）

↘ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（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）

４　取組の改善案（Action）

　平成27年度リピーターの満足度は、平成21年度より1ポイント改善しており、引き続きリピー
ター層の満足度向上につながる継続的な取り組みが必要である。
　満足度のなかでも課題となっている土産品満足度など、今年度実施した詳細満足度調査で、
細かい情報提供ができた。

○内部要因
・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。
○外部環境の変化
・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27年度調査の項目別「大変満足」度（観光客全体）
      旅行全体・・・・・・・・・・・・・・56.5％
　　　海の美しさ・・・・・・・・・・・・・68.0％     景観・・・・・・・・・・・・・・・・・・59.1％
　　  宿泊施設・・・・・・・・・・・・・・43.2％     食事・・・・・・・・・・・・・・・・・・44.3％
　　  土産品・・・・・・・・・・・・・・・・32.5％

・通年を通した国内観光客動向を把握するため、例年四半期毎に実施していた調査を２回追加、６回
に増やし、採取したデータをボトム期対策や新たなターゲット掘り起こし資料として活用できるように努
める。
・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
場所の検討を行い、実施できるよう努める。

成果指標

沖縄旅行に対するリピーターの満足
度（旅行全体の評価が「大変満足」の
比率）

参考データ 沖縄県の現状・推移

アンケート回収率

平成28年度の取組改善案 反映状況

①リピータ－層のさらなる実態把握、分析のため
に、アンケート調査の精度向上に努め、アンケート
回収数・回収率向上の対策に引き続き取り組む。
また調査結果・分析をリピーターの増加に資する事
業への検討、提案のため、関係機関に情報提供等
を継続して行う。

②各観光関連事業担当者へのヒヤリングを行い、
事業執行に有益となるような、より現状に即したア
ンケートの質問設定を行う。

①アンケート調査票の不明瞭な質問項目は修正
を行い、簡潔で質問数が過多にならないよう、見
直し作業を行った。また、飛行機便数の少ない久
米島空港についてはアンケート配布回数を増や
し、引き続き回収数の向上に努めた。

②観光関連事業担当者へアンケート調査票に追
加したい質問設定の照会をかけ、観光の現状、将
来施策を勘案したうえで、質問設定の修正・追加
作業を行い、より良いデータ採取ができるように改
善した。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

185

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
調査 調査・システム構築 調査

県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

829 157 県単等

「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) ○マーケティング分析力の強化

主な取組 沖縄観光成果指標・認証制度検討事業

対応する
主な課題

○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約８割と高く、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。

取組内容

　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を策定し、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、沖縄観光の現況を総
合的に理解することを促すことで、沖縄県が目指す「世界水準の観光リゾート地」の実現
に向けた効果的・効率的なマネジメントにつなげる。
　また、サービス等認証制度については、県外・海外の公的機関による認証制度事例や
民間の認証制度事例の検証を行い、沖縄県における宿泊施設認証制度導入の意義と
課題を整理する。

年度別計画

担当部課 文化観光スポーツ部　観光政策課

平成28年度実績

事業名 活動内容

沖縄観光成
果指標・認
証制度検討
事業

・現状の沖縄観光成果指標の検証
・宿泊施設認証制度導入の検討

活動指標名 計画値 実績値

― ― ―

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

順調

　第５次沖縄県観光振興基本計画を進めながら、「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・
定量的に把握を行った。
　宿泊施設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。

・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）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

691 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

－ － － ― －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（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）

平成29年度計画

事業名 活動内容

沖縄観光成
果指標・認
証制度検討
事業

　沖縄観光成果指標の検証並びに再設定の必要性を確認し、
必要に応じて新たな指標の策定を検討する。
　また、宿泊施設認証制度の導入について引き続き検討する。

平成28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を開催する。
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。

　県における指標の活用方法については、観光分野における庁内機関である沖縄県観光推進
本部等において、成果指標の計測結果をもとに沖縄観光の現状を把握し、第5次沖縄県観光振
興基本計画に掲げる将来像とのギャップ認識に努め、課題の解決に向けて、施策へ反映させ
る。

○内部要因
・第５次沖縄県観光振興推進基本計画において、平成３３年度までの達成目標値を上方修正したこと
から、当該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確認や検証が必要となる。

・公的機関が認証制度を実施するにあたり、必要性及び有効性などについて、慎重に検討する必要が
ある。

○外部環境の変化

・沖縄観光の現状を客観的・定量的に示した指標について、県民への公表方法（ホームページ等）や
民間事業者等への活用方法について、より効果的な方法を検討する。
・認証制度の導入可能性については、関係者とも充分に議論し、利用者である国内外の観光客の動
向等も把握した上で検討する。

成果指標

－

参考データ 沖縄県の現状・推移

－



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・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を開催する。
・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。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

185

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
14箇所
プロモーション実施地
域数

県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

2,072,049 2,062,529
一括交付
金

（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,519,853
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　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。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○海外誘客の推進

○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。

対応する
主な課題

平成29年度計画

沖縄観光国
際化ビッグ
バン事業

　重点市場（台湾、韓国、中国、香港）の旅行博に
おける14箇所計29回の沖縄観光ブースの出展、
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15箇
所計27回の沖縄観光ブースの出展等を行った。

活動指標名

プロモーション実施地域数

　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）116.3万人（H27年
度）→143.1万人（H28年度）、外国人観光客数（海路）50.7万人（H27年度）→69.8万人
（H28年度）へと増加した。平成28年度は目標達成済み、シンガポールからの直行定期便
の誘致とトランジット送客の拡大等により、引き続き外国人観光客の誘致強化を図る。

事業名 活動内容

沖縄観光国
際化ビッグ
バン事業

　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等のマス媒体も活
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。

推進状況

実績値

14箇所 29箇所

②海外誘客活動の戦略的展開　

沖縄観光国際化ビッグバン事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

航空路線拡充に関する助成、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）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28標値 改善幅 全国の現状

18.2万人
（23年度）

143.1万人
（28年度）

97万人
（28年度）

124.9万人 ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（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）

①台湾、香港、韓国に向けて、国内の最新トレンドを反
映させたコンテンツの発信を行うとともに、沖縄縄ナイト
等の取り組みを行った。

②シンガポール事務所を活用したタイ（バンコク）、シン
ガポールでの幅広いプロモーションの実施とチャンギエ
アポート等との連携強化を図った。

③トランジット客の誘致促進に向けて、航空会社、他都
道府県との連携を進めるとともに、現地に観光誘客サ
ポ-ト員を設置し、現地ネットワークの強化と商品造成拡
大に努めた。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①誘客活動について、市場が成熟しつつある重点
市場においては、リブランディングを行うと共に、離
島への誘導等を図る。

②東南アジアからの直行便誘致に向けてシンガ
ポール事務所を中心に集中した取り組みを実施す
る。

③欧米市場についてはトランジット客の誘致促進
に向けて、関係者との連携体制を構築する。

―

･日本でも数少ない24時間空港である那覇空港のメリットを活かした取り組みの検討をする必要があ
る。
・海外プロモーションの実施場所と投資費用の選択と集中をする必要がある。
・相互連携協定を活かした路線誘致活動の推進をする必要がある。
・基幹路線（成田、関空、仁川、北京、上海、香港、台北等⇔那覇）を活用した欧米豪からのトランジット
送客の推進をする必要がある。

　平成28年度の外国人観光客数は212.9万人（うち空路143.1万人、海路69.8万人）となり、前年
度比27.5％の大幅増加となった。国別の内訳は、台湾65.2万人（前年比29％増）、韓国45.2万人
（同35.8％増）、中国43.5万人（同22.7％増）、香港21.8万人（同8％増）、その他37.2万人（同
34.9％増）という状況。

○内部要因
・航空各社の新規参入増、既存定期便の運航機材大型化などにより、那覇空港新国際線ターミナルの
ハンドリング業務が厳しい状況となっている。

・平成27年7月沖縄県シンガポール事務所を開設し、東南アジアへの展開に向けた対応力が向上し
た。
○外部環境の変化
・平成25年7月よりタイおよびマレーシアからの訪日短期滞在観光客がノービザとなった。

・平成26年3月にシンガポールチャンギ空港グループと沖縄県が相互連携協定を締結した。

・平成29年2月に東南アジアからの初の直行定期便であるバンコク-那覇線が就航した。

外国人観光客数（空路）

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・深夜早朝枠へチャーター便を誘導するため、沖縄県が入管、税関、検疫所やハンドリング会社に対し
て受入体制の整備を促す。
・チャーター便の就航実績のあるタイ（バンコク）とシンガポールを注力市場と位置づけ、集中的に予算
と人員を投入する。
・シンガポール事務所が中心となりチャンギ空港グループの協力を得て、シンガポールの主要航空会
社や主要旅行社に対して、シンガポールから那覇への直行便の就航を実現するためのセールス活動
を、周辺国を含めて展開する。
・長距離路線のトランジット送客支援の仕組みを構築するため、現地航空会社、旅行会社との連携や
委託駐在員を活用した取り組みを行う。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

185

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
７箇所
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ実施
地域数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

107,944 105,792
一括交付
金

（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

80,070
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　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。

担当部課 文化観光スポーツ部観光振興課

3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○海外誘客の推進

○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。

対応する
主な課題

平成29年度計画

クルーズ船
プロモーショ
ン事業

　クルーズ船の本県への寄港促進を図るため、船
社訪問や展示会出展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、シャトルバス支援や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。

活動指標名

プロモーション実施地域数 ７地域 ７地域

事業名 活動内容

クルーズ船
プロモーショ
ン事業

クルーズ船の寄港促進を図るため、船社訪問や展示会出展な
どの誘致活動を実施する。また、受入体制強化に係る事業も
引き続き実施する。

②海外誘客活動の戦略的展開

クルーズ船プロモーション事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　船社訪問や展示会出展等の誘致活動を中国、シンガポール、米国など７地域で展開
し、順調に取組を推進した。平成28年における本県へのクルーズ船寄港回数は388回で
対前年比で169回、約77％増となった。海路の入域観光客数は762,600人で対前年比で
298,200人、約64％増となった。ともに前年を大幅に上回り順調に推移している。

推進状況

実績値

クルーズ寄港への助成、誘致プロモーションの実施



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

11.9万人
（23年度）

69.8万人
（28年度）

23万人
（28年度）

57.9万人 －

傾向 全国の現状

－ － － ― －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（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）

４　取組の改善案（Action）

・平成28年度実施の調査事業により、需要予測や
許容量調査に基づく平成33年度の外国海路客
200万人の目標値設定と合わせて、県内各港にお
ける課題等を抽出し、誘致・受入の戦略を構築し
た。

外国人観光客数
(うち海路来訪者数)

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

・沖縄の実情に合わせた持続可能なクルーズ船受
入体制構築のため、クルーズ市場の今後の需要
予測、県内各港における受け入れの現状整理と課
題の抽出、クルーズ船による経済効果等を分析す
る調査事業を実施し、クルーズ船誘致方針及び受
入体制強化戦略を策定する。

－

・平成28年度に策定した沖縄クルーズ戦略に基づき、「クルーズ拠点化及び分散受入」、「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。

・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
であるため、欧米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。

・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。

　H28年度の海路による外国人観光客数は69.8万人となり、H28年度目標及び10年後の目標を
すでに達成し、クルーズ船プロモーション事業が成果指標の達成に寄与している。同事業の実
施により、今後も好調な状況が維持される見込みである。

○内部要因
・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、中城湾港で
はクルーズ船の受入主体である「クルーズ連絡促進協議会」が発足するなど、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、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。

○外部環境の変化
・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、石垣港だけでなく、平良港、中城湾港へのクルーズ船の寄港も増加している。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

185

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
20台
ATM・WIfi導入台数

県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

－ － ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

－ ―－
当該事業で導入支援した海外対応ATM、外貨両替機及びWi-
Fiについて、（一財）沖縄観光コンベンションビューローの運営
する観光情報ウェブサイトにおいて設置場所等の周知を行う。

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

順調
　当該事業で導入支援した海外対応ATM、外貨両替機及びWi-Fiについて、（一財）沖縄
観光コンベンションビューローの運営する観光情報ウェブサイトにおいて設置場所等の
周知を行った。

平成29年度計画

事業名 活動内容

－ － －

事業名 活動内容

－

当該事業で導入支援した海外対応ATM、外貨両
替機及びWi-Fiについて、（一財）沖縄観光コンベ
ンションビューローの運営する観光情報ウェブサイ
トにおいて設置場所等の周知を行った。

活動指標名 計画値 実績値

取組内容

　外国人観光客の受入体制整備を目的に、海外カード対応ATM及び外貨両替機の新規
導入にかかる経費に対し一部助成を行う。
公的施設へのWi-Fiへの助成については、平成24年度で終了。
海外カード対応ATM及び外貨両替機への助成については平成26年度で終了。

年度別計画

担当部課 文化観光スポーツ部観光振興課

平成28年度実績

(施策の小項目) ○海外誘客の推進

主な取組 外国人対応基盤整備事業

対応する
主な課題

○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　

海外カード対応ATM導入支援、公共的施設等へのWifi導入



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

31.1％
（23年度）

31.3％
(27年度）

45％
（28年度）

0.2% ―

傾向 全国の現状

56.7％
(25年度）

58.1％
（26年度)

66.2％
(27年度）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（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）

４　取組の改善案（Action）

　旅行に対する満足度については目標値を達成していないが、両替の利便性の満足度は年々
増加しており、当該事業での海外対応ATM等導入支援や設置場所周知の取組が、利便性向上
に寄与した。

○内部要因

・Wi-Fiの整備については、エリア拡大による利用者の利便性の向上と安全性の確保が求められてい
る。

○外部環境の変化

・「日本再興戦略改訂2014」や「キャッシュレス化に向けた方策（平成26年12月）」等において、海外発
行カード対応ATMの普及に向けた取り組みが示され、金融機関やコンビニATMにおいて海外カード対
応ATMの設置や銀聯カード対応等民間の自主的な取り組みが促進している。

　民間の自主的な取り組みによる海外カード対応ATMや外貨両替機等の設置が行われていることか
ら、引き続き、設置場所等の周知を行い、来沖する外国人観光客の利便性を図る必要がある。

　当該事業は平成26年度で終了しており、事業終了後は当該事業で導入支援した海外対応ATM、外
貨両替機及びWi-Fiの設置場所等の周知を行うことで、利便性向上に寄与した。今後も引き続き、（一
財）沖縄観光コンベンションビューローの運営する観光情報ウェブサイトにおいて、設置場所等の周知
を行うことで利便性の向上を図る。

成果指標

沖縄旅行に対する外国人観光客の満
足度（「旅行全体の評価が「大変満
足」の比率

参考データ 沖縄県の現状・推移

外国人観光客実態調査項目別満足
度（両替の利便性）

平成28年度の取組改善案 反映状況

①今後も引き続き、（一財）沖縄観光コンベンション
ビューローの運営する観光情報ウェブサイトにおい
て、当該事業で導入支援した海外対応ATM、外貨
両替機及びWi-Fiの設置場所等の周知を行い利便
性の向上を図る。

①当該事業で導入支援した海外対応ATM、外貨
両替機及びWi-Fiについて、（一財）沖縄観光コン
ベンションビューローの運営する観光情報ウェブ
サイトにおいて設置場所等の周知を行った。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

185

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

2,072,049 2,062,529
一括交付
金

（ソフト）

施策展開

施策

取組内容

実績値

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　効率的で効果的な海外市場での誘客プロモーションを展開するため、外国人観光客の
誘客戦略を策定するとともに、官民一体となって各種施策を展開するため戦略の共有化
を実施する。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開

沖縄観光国
際化ビッグ
バン事業

　本事業は3年に一度実施。平成27年度におい
て、平成24年度の調査結果を沖縄観光国際化
ビッグバン事業に反映し、外国人観光客数の拡大
を目的とした様々な取り組み行ってきた。その効
果検証をもとに、キーコピーの「Be.Okinawa」の国
内適用に向けた検証を行い、国内への展開を進
めたほか、各市場の競合地とのイメージ比較や具
体的な趣向・来訪意向の変化などを調査を実施
し、市場プライオリティの変更や、予算配分など各
事業への反映を行った。

活動指標名

プロモーション実施地域数

主な取組

計画値

年度別計画

(施策の小項目) ○海外誘客の推進

○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。

対応する
主な課題

－ 29箇所

　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）116.3万人（H27年
度）→143.1（H28年度）、外国人観光客数（海路）50.7万人（H27年度）→69.8万人（H28年
度）へと増加した。

事業名 活動内容

推進状況

②海外誘客活動の戦略的展開　

外国人観光客誘致強化戦略策定事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

国際観光戦略モデルの効果検証



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,519,853
一括交付
金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

18.2万人
（23年度）

143.1万人
（28年度）

97.0万人 124.9万人 ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

①調査に基づいて、プロモーションの方針に反映
させたほか、国内への展開を開始した。

②各市場の関係者からのヒアリン、調査結果を基
に海外事務所での検討を加え、市場動向を検証
し、各市場にマッチしたプロモーション施策内容と
して実施した。

外国人観光客数（空路）

事業名 活動内容

沖縄観光国
際化ビッグ
バン事業

　本事業は3年に一度実施。平成27年度において、平成24年度
の調査結果を沖縄観光国際化ビッグバン事業に反映し、外国
人観光客数の拡大を目的とした様々な取り組み行ってきた。そ
の効果検証をもとに、キーコピーの「Be.Okinawa」の国内適用
に向けた検証を行い、国内への展開を進めたほか、各市場の
競合地とのイメージ比較や具体的な趣向・来訪意向の変化な
どを調査を実施し、市場プライオリティの変更や、予算配分など
各事業への反映を行う。

成果指標

平成29年度計画

　平成28年度の外国人観光客数は212.9万人（うち空路143.1万人、海路69.8万人）となり、前年
度比27.5％の大幅増加となった。国別の内訳は、台湾65.2万人（前年比29％増）、韓国45.2万人
（同35.8％増）、中国43.5万人（同22.7％増）、香港21.8万人（同8％増）、その他37.2万人（同
34.9％増）という状況。平成28年度は目標達成済み、シンガポールからの直行定期便の誘致と
トランジット送客の拡大により、引き続き外国人観光客の誘致強化を図る。

○内部要因
・航空各社の新規参入増、既存定期便の運航機材大型化などにより、那覇空港新国際線ターミナルの
ハンドリング業務が厳しい状況となっている。

・平成27年7月沖縄県シンガポール事務所を開設し、東南アジアへの展開に向けた対応力が向上し
た。

○外部環境の変化
・重点市場のうち、台湾、香港、韓国などにおいては、沖縄の認知度は高く入域観光客数も増えている
ものの、市場によっては、沖縄観光に対する「慣れ」を感じているという結果もあり、今後の伸びについ
ては鈍化も想定する必要がある。

・平成28年度も引き続き訪日旅行需要が高かったことに加え、重点市場である（台湾、韓国、中国、香
港）においては路線数は継続して伸びており、離島へ初めての通年での直行定期便である香港-石垣
便が運航した。

平成28年度の取組改善案 反映状況

①調査に関して、欧米市場や競合地域について幅
広く調査を行うとともに、国内地域についても同様
な調査を実施する。

②各市場における旅行社等関係者からのヒアリン
グ結果や外部環境の変化などについてデータに基
づいた市場動向の検証を行う。

―

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・深夜早朝枠へチャーター便を誘導するため、沖縄県が入管、税関、検疫所やハンドリング会社に対し
て受入体制の整備を要請する。
・チャーター便の就航実績のあるタイ（バンコク）とシンガポールを注力市場と位置づけ、集中的に予算
と人員を投入する。
・シンガポール事務所が中心となりチャンギ空港グループの協力を得て、シンガポールの主要航空会
社や主要旅行社に対して、シンガポールから那覇への直行便の就航を実現するためのセールス活動
を、周辺国を含めて展開する。
・長距離路線のトランジット送客支援の仕組みを構築するため、現地航空会社、旅行会社との連携や
委託駐在員を活用した取り組みを行う。

･日本でも数少ない24時間空港である那覇空港のメリットを活かした取り組みの検討をする必要があ
る。
・海外プロモーションの実施場所と投資費用の選択と集中をする必要がある。
・相互連携協定を活かした路線誘致活動の推進をする必要がある。
・基幹路線（成田、関空、仁川、北京、上海、香港、台北等⇔那覇）を活用した欧米豪からのトランジット
送客の推進をする必要がある。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

186

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
５箇所
ブース出展等
（商談会）

20件
ロケ支援数 → 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

351,200 347,032
一括交付

金
（ソフト）

10箇所

②海外誘客活動の戦略的展開　

フィルムツーリズム推進事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

20件 41件

ブース出展等 5箇所

フィルムツー
リズム推進
事業

　映画・TVドラマ等の映像コンテンツを通して沖縄
の知名度を高めために、国内外で開催される映画
祭でのブース出展６箇所、沖縄でのロケ支援20件
を目標に、制作関係者の招聘事業等を実施し、沖
縄のロケ地としての魅力を国内外に発信した。

活動指標名

ロケ支援数

・国内外の映画祭等へ出展（東京、ドイツ、香港等）し、これまでの支援作品・支援メ
ニューの紹介等をおこない、ロケ誘致を図った。また、ブース出展時に商談を実施し、映
像制作関係者とコネクション強化に努めた。
・アメリカのテレビ会社ABCの自然を紹介する番組｢ROCK　THE　PARK｣を招聘し、実際
に撮影が行われた。アメリカ国内はもとよりネット配信・米大手航空会社機内放送にて放
送される。1000万人が視聴する予定である。
･本年度については、41件のロケ支援をおこなった。（内訳：映画13、TVドラマ9、TV番組
4、CM1、PV2、その他12）

推進状況

実績値計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○海外誘客の推進

○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。

対応する
主な課題

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　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とおしてロケ地沖縄のＰＲ及びロケ隊の受入
整備強化を推進する。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開施策展開

施策

主な取組

ロケ受入セミナー等開催

国内外でのロケ地沖縄のＰＲ、ロケ誘致等



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

248,713
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H29目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

99万人
（26年度）

167万人
（27年度）

213万人
（28年度）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

参考データ 沖縄県の現状・推移

外国人観光客数

　平成28年度の外国人観光客数は213万人となり、前年度比27.5％の大幅増加となった。国別
の内訳は、台湾65.2万人（前年比29％増）、韓国45.2万人（同35.8％増）、中国43.5万人（同
22.7％増）、香港21.8万人（同8％増）、その他37.1万人（同34.9％増）という状況。

○内部要因
・ロケ誘致受入体制について、各地域毎に差がある。

○外部環境の変化
・中国やタイをはじめとする周辺諸国で優遇策を設けるなどロケ誘致が激しさを増しつつある。

・平成27年7月に沖縄県シンガポール事務所を開設し、東南アジアへの展開に向けた対応力が向上し
た。

・国内でも、映画やドラマなど映像を活用した地域の賑わい創出及びロケ受入による経済効果の重要
性を鑑み、取り組みが加速している。

・沖縄県は、海外誘客において市場を4つに分け（重点市場、戦略開拓市場、新規開拓市場、潜在市
場）、基本戦略を策定し、施策を実施している。沖縄の認知度については、重点市場が一番高く、戦略
開拓市場、新規開拓市場、潜在市場と続く。
　４つの市場のなかでも、戦略開拓市場は直行便の実現等に取り組んでおり、今後より多くの観光客
を見込む。

―

事業名 活動内容

フィルムツー
リズム推進
事業

　映画・TVドラマ等の映像コンテンツを通して沖縄の知名度を
高めるために、国内外で開催される映画祭でのブース出展６箇
所、沖縄でのロケ支援20件を目標に、制作関係者の招聘事業
等を実施し、沖縄のロケ地としての魅力を国内外に発信する。

成果指標

・ブース出展等を積極的におこない、ロケ誘致活動を実
施した。

・県内の映像制作関係者を集めたロケ受入連絡会を３
回実施し、情報共有を図った。

 
・撮影に係る許可申請等についてのロケ受入セミナーを
実施し、受入体制の強化を図った。

平成28年度の取組改善案 反映状況

・映像コンテンツを活用した沖縄の魅力発信に繋がるよ
うロケの誘致活動を実施する。

・県内の制作関係者と映画祭プログラマーや配給会社
バイヤー等、映像制作関係者とのネットワーク構築を図
るために、関係者と十分調整していく。

・ロケ支援件数を増やしていくためにも、ロケ受入の体制
強化を今後すすめていく。

平成29年度計画



様式１（主な取組）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・ロケ受入側が受入体制を強化するための取り組みが必要である。

・戦略開拓市場に向けて、効果的なプロモーションを行う必要がある。

・年間を通して、ロケ受入に関わる各団体を集め、セミナーや連絡会等を実施し、受入体制の強化を図
る。

・戦略開拓市場において上映等をおこなう映画・ドラマ等を優先し、ロケ誘致・制作支援をおこなう。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

186

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

24,100 23,022
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　沖縄が持つ豊かな自然や多様な文化な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。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光整備課

3-(2)-イ 市場特性に対応した誘客活動の展開施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) 海外誘客の推進

○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。

対応する
主な課題

ラグジュア
リートラベ
ル・ビジネス
調査構築事

業

　国内外の富裕層の獲得に向けた基礎資料とす
るため、富裕層旅行市場の実態把握、ビジネスモ
デル等の調査を実施した。

活動指標名

－ － －

②海外誘客活動の戦略的展開

ラグジュアリートラベル・ビジネス調査構築事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　富裕層旅行市場の先進地では、富裕層旅行者から直接旅行手配を受託し、顧客のリク
エストやニーズに応じて旅行を企画する富裕層専門の旅行代理店が存在する。これらの
代理店は、現地サプライヤー（宿泊施設、陸上交通・プライベートジェット事業者、アクティ
ビティ等）を独自に手配、アレンジするコーディネート機能を有するとともに、時に現地サ
プライヤーと連携して商品開発を行うなど、富裕層旅行市場を開拓する上で重要な役割
を果たしていることが調査を通して判明した。

推進状況

実績値

ラグジュア

リートラベル

の実態調査

ラグジュア

リートラベル

の実態調査



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

14,262
一括交付
金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

－ － － － －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（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）

４　取組の改善案（Action）

－

平成29年度計画

－

事業名 活動内容

ラグジュア
リートラベ
ル・ビジネス
調査構築事

業

　平成28年度の国内外の先進地におけるラグジュアリートラベ
ルのビジネス実態調査を踏まえ、平成29年度は沖縄における
現状と課題を把握し、今後の取り組み方針を決定する。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

－

－

・富裕層市場における沖縄の認知度向上
・富裕層旅行代理店等の事業者との関係構築
・ラグジュアリーホテル等の富裕層向け施設への民間投資の促進
・富裕層ニーズに対応できる高度観光人材の育成

・富裕層旅行ビジネスに挑戦する可能性のある県内企業の把握、県内の富裕層向け観光インフラや
サプライヤー状況の調査、富裕層向けサービスに対応できる県内の人材状況の把握など、沖縄県に
おける現状や課題を把握し、ラグジュアリー層を誘致するビジネスモデルの構築を目指す。

―

○内部要因
・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、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。

○外部環境の変化
・富裕層旅行市場の規模や旅行形態に関する調査文献が非常に限定的なため、富裕層市場のトレン
ドやビジネスモデルの把握が難しく、現時点で実効的な対策が未着手であり、まずは実態調査が必要
な段階である。

参考データ 沖縄県の現状・推移


