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５. 資料編 

 

５－１． 航空乗客アンケート設問一覧（那覇空港） 

 

Q1. お住まいの居住地（都道府県）を お答えください。（ひとつだけ） 

※沖縄県にお住いの方は、アンケートの対象外となります。 

 A. （        ）都道府県 

 

Q2. あなたの性別をお答えください。（ひとつだけ） 

※統計上必要なため性別をお伺いしていますが、お答えになりたくない場合は「回答しない」を選択してください。 

 A. ①男性、②女性、③回答しない 

 

Q3. あなたの年齢をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①10 代、②20 代、③30 代、④40 代、⑤50 代、⑥60 代、⑦70 代、⑧80 代以上 

 

Q4. ご職業をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①会社役員、②会社員、③公務員、④自営業、⑤自由業、⑥派遣社員、 

⑦パート・アルバイト、⑧専業主婦、⑨学生、⑩無職、⑪その他（        ） 

 

Q5. 今回の沖縄との往復に利用した航空会社をお選びください。 （沖縄県内の移動は除いてください） 行きと

帰りで異なる場合は、帰りに利用する航空会社をお選びください。（ひとつだけ） 

 A. ①JAL（日本航空）、②ANA（全日空）、③SKY（スカイマーク）、④JTA（日本トランスオーシャン航空）、

⑤RAC（琉球ｴｱｺﾐｭｰﾀｰ）、⑥SNA（ソラシドエア）、 

⑦JJP（ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ）、⑧APJ（ピーチ・アビエーション）、⑨JAC（日本エアコミューター）、 

⑩SFJ（スターフライヤー）、⑪その他（        ） 

 

Q6. 沖縄県への旅行は今回の旅行で何回目ですか。（ひとつだけ） 

 A. ①初めて、②2 回目、③3 回目、④4 回目、⑤5～9 回目、⑥10～19 回目、 

⑦20 回目以上 

 

Q7. 前回沖縄旅行をされたのはいつでしたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 年以内、②3 年以内、③5 年以内、④10 年以内、⑤10 年より前、⑥今回が初めて 

 

Q8. 今回、旅行先として沖縄を選んだ際に決め手となった情報源はどのようなものでしたか。 （いくつでも） 

 A. ①以前訪問した際の自身の経験、②家族や友人・知人等の紹介、③TV や映画、④旅行会社の店員の勧め、

⑤旅行会社のパンフレット、⑥旅行会社のウェブサイト、⑦旅行雑誌、⑧旅行雑誌以外の情報誌、⑨ガイ

ドブック、⑩自治体や観光協会のウェブサイト・SNS、⑪個人ブログ・インターネット掲示板・SNS、⑫自分

の意志外（団体旅行・ビジネス・帰省等 ）、⑬特にない、⑭その他（        ）、⑮いずれも当

てはまらない 

 

Q9. 今回の旅行は、どなたといらっしゃいましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 人で、②夫婦で、③子ども連れ家族で、④三世代家族で、⑤その他家族で（両親兄弟等）、⑥友人・

知人と、⑦恋人と、⑧仕事仲間と、⑨地域の団体・趣味のサークル、 

⑩その他（        ） 

 

Q10. 今回の旅行に同行された方（回答者自身含む）の中に、65 歳以上の方はいらっしゃいましたか。（ひとつだ

け） 

 A. ①いる、②いない 

 

Q11. 今回の旅行に同行された方（回答者自身含む）の中に、移動に制約のある方*はいらっしゃいましたか。 

※移動に制約のある方とは、障害のある方で、心身の状態から移動に制約や不安を抱えている方を指します。 

 A. ①いる、②いない 

 

Q12. 今回の旅行では沖縄県内に何泊しましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 



102 

Q13. 今回の沖縄旅行中に訪れた地域全てにチェックを入れてください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除きます。 

 A. ①やんばる（最北部）、②本部半島、③北部西海岸、④北部東海岸、⑤中部西海岸、⑥中部東海岸、⑦那

覇市、⑧南部、⑨久米島、⑩久米島以外の沖縄本島の周辺離島、⑪宮古島及び周辺離島、⑫石垣島及び周

辺離島、⑬その他（        ）、⑭いずれも当てはまらない 

 

Q14. 「やんばる（最北部）」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q13 で「やんばる（最北部）」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q15. 「やんばる（最北部）」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q13 で「やんばる（最北部）」を選択し、Q14 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q16. 「本部半島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q13 で「本部半島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q17. 「本部半島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q13 で「本部半島」を選択し、Q16 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q18. 「北部西海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q13 で「北部西海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q19. 「北部西海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q13 で「北部西海岸」を選択し、Q18 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q20. 「北部東海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q13 で「北部東海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q21. 「北部東海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q13 で「北部東海岸」を選択し、Q20 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q22. 「中部西海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q13 で「中部西海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 
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Q23. 「中部西海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q13 で「中部西海岸」を選択し、Q22 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q24. 「中部東海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q13 で「中部東海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q25. 「中部東海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q13 で「中部東海岸」を選択し、Q24 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q26. 「那覇市」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q13 で「那覇市」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q27. 「那覇市」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q13 で「那覇市」を選択し、Q26 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q28. 「南部」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q13 で「南部」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q29. 「南部」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q13 で「南部」を選択し、Q28 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q30. 「久米島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q13 で「久米島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q31. 「久米島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q13 で「久米島」を選択し、Q30 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q32. 「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q13 で「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 
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Q33. 「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q13 で「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」を選択し、Q32 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q34. 「宮古島及び周辺離島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q13 で「宮古島及び周辺離島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q35. 「宮古島及び周辺離島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q13 で「宮古島及び周辺離島」を選択し、Q34 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q36. 「石垣島及び周辺離島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q13 で「石垣島及び周辺離島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q37. 「石垣島及び周辺離島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q13 で「石垣島及び周辺離島」を選択し、Q36 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q38. 「その他」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q13 で「その他」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q39. 「その他」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q13 で「その他」を選択し、Q38 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q40. 今回の沖縄旅行中に行った活動はどのようなものでしたか。（いくつでも） 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ） 

 

Q41. 出張・業務旅行の内容を教えてください。（いくつでも） 

※回答条件：Q40 で「会議・研修」、もしくは「仕事」を選択した場合 

 A. ①研修・セミナー、②学会・国際会議・式典・大会等、③展示会・見本市 / イベント、④インセンティ

ブ旅行（報奨・招待旅行）、⑤会議・打合せ、⑥その他（        ）、⑦いずれも当てはまらない 
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Q42. 今回、沖縄県を来訪した一番の目的は何ですか。（ひとつだけ） 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ） 

 

Q43. 今回の旅行中に沖縄県内の移動で使った交通機関をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①路線バス、②観光バス、③貸切タクシー（観光タクシー）、④一般タクシー、⑤モノレール、⑥レンタ

カー、⑦自家用車・法人車（社用車・公用車等）、⑧航空機（県内）、⑨船（県内）、⑩自転車、⑪その他

（        ）、⑫いずれも当てはまらない 

 

Q44. 今回の沖縄旅行中に購入されたお土産等をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①菓子類、②果物類、③沖縄食材（ウコン製品、健康食品、塩等）、④酒類（ビール、泡盛等）、⑤工芸品

（琉球ガラス、織物等）、⑥雑貨・衣類（アクセサリー、キャラクターグッズ、T シャツ等）、⑦ブランド

品（香水、バッグ、時計等）、⑧その他（        ）、⑨いずれも当てはまらない 

 

Q45. 今回の沖縄旅行中に訪れた観光地・観光施設のタイプをお答えください。（いくつでも） 

 A. ①海洋博公園（美ら海水族館等）、②博物館・民俗資料館、③植物園・動物園、④世界遺産（首里城、識

名園、城跡等）、⑤景勝地（万座毛、東平安名崎、川平湾等）、⑥戦跡地、⑦海・ビーチ・海浜リゾート、

⑧原生林やマングローブ林、⑨工房・工芸体験施設（陶芸、紅型、琉球ガラス等）、⑩テーマパーク型施

設（琉球村・玉泉洞等）、⑪琉球音楽・舞踏施設・ライブハウス、⑫道の駅、⑬農水産物の直売所、⑭DFS、

⑮あしびなー、⑯イオンモール沖縄ライカム、⑰北谷・アメリカンビレッジ、⑱宜野湾コンベンションシ

ティエリア、⑲サンエーメインプレイス（おもろまち）、⑳その他（        ）、㉑いずれも当て

はまらない 

 

Q46. どのような形態で旅行されましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①団体旅行（地域や職場、学校などの団体）、②観光つきのパッケージ旅行、③フリープラン型のパッケ

ージ旅行、④個人旅行（交通・宿泊等を自分で手配） 

 

Q47. 沖縄県への旅行に関して、1 人あたりの参加費等をご入力ください。 

※回答条件：Q46 で「団体旅行」もしくは「観光つきのパッケージ旅行」、「フリープラン型のパッケージ旅行」のいずれ

かを選択した場合 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

・ツアーの日数が 3 日の場合は、「3」を入力。 

 A. ①1 人あたりツアー参加費（      ）円 

②ツアーには何日分の観光が含まれていましたか？（   ）日分 

③ツアーには昼食が何食分含まれていましたか？（   ）食分 

④ツアーには夕食が何食分含まれていましたか？（   ）食分 

 

Q48. 1 人あたりの往復交通費（出発地～沖縄間）をご入力ください。 

※回答条件：Q46 で「個人旅行」を選択した場合 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

 A. ①1 人あたり往復交通費（      ）円 

 

Q49. マイレージポイントを旅費として、ご利用になりましたか。 

※回答条件：Q46 で「個人旅行」を選択した場合 

 A. ①マイルを使った、②マイルを使わなかった 

 

Q50. 沖縄県内でお支払いになった 1 人あたりの金額を、それぞれの費目ごとにご入力ください。（団体旅行・パ

ッケージ旅行の参加費に含まれているものを除く） 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・いずれの項目も費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

※『Go To キャンペーン』等を利用した場合は、割引前の金額を入力してください。 
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※県内交通費は、ツアー参加費に含まれないガソリン代なども含めてお答えください。 

※娯楽・入場費は、ダイビング・マリンスポーツ代、ゴルフ代、現地ツアー参加費なども含みます。 

 A. ①宿泊費（      ）円、②県内交通費（      ）円、③土産・買物費（      ）円、

④飲食費（      ）円、⑤娯楽・入場費（      ）円、⑥その他（      ）円 

⑦「その他」で入力した金額の使いみち（                           ） 

 

Q51. 下記の項目について、今回の沖縄旅行の満足度をお答えください。 

 A. ・旅行全体 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・宿泊施設 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・食事 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・土産品 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・海の美しさ ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・景観 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

 

Q52. あなたは今後 5 年間に何回くらい観光目的で沖縄旅行をすると思いますか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 回、②2 回、③3～5 回、④6 回以上、⑤5 年後以降なら行くかもしれない、⑥5 年後以降も行かない

と思う 

 

Q53. あなたは沖縄旅行を人にも勧めたいと思いますか。（ひとつだけ） 

 A. ①ぜひ勧めたい、②勧めたい、③どちらともいえない、④勧めないと思う 

 

Q54. 今回の旅行で、沖縄は観光客向けの情報提供や感染症の検疫・防疫などの危機管理体制が整っており、安全

で安心して旅行できる地域だと思いましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①そう思う、②どちらかといえばそう思う、③どちらかといえばそう思わない、④そう思わない、 

⑤わからない 

 

Q55. 沖縄県では、現在、自然や生き物・地球環境の保全、文化遺産の保全と異文化理解、観光客と住民の双方の

安心・満足、地域経済への貢献等をバランスよく実現する「持続可能な観光」を推進しています。今回の旅

行において宿泊施設や交通機関、観光スポット等で、「持続可能な観光」を推進するための取組が行われて

いると感じられる場面はありましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①よくあった、②たまにあった、③あまりなかった、④まったくなかった 

 

Q56. 今回の旅行は、避寒や花粉症等の症状緩和を目的としたものでしたか。（ひとつだけ） 

 A. ①そうである、②そうではない 

 

Q57. もしよろしければ、世帯全体での年間収入（年金等含む）をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①300 万円未満、②300～400 万円未満、③400～500 万円未満、④500～600 万円未満、⑤600～800 万

円未満、⑥800～1,000 万円未満、⑦1,000～1,500 万円未満、⑧1,500～2,000 万円未満、⑨2,000 万円以

上、⑩その他（      ） 

 

Q58. あなたは、現在までに新型コロナウイルス感染予防のためにワクチンを接種しましたか。 

 A. ①1 回接種した、②2 回接種した、③接種はしていない 

 

Q59. 今回、沖縄県に入域するにあたって、事前に PCR 検査または抗原検査による陰性判定を受けましたか。な

お、検査日と判定が出た日が異なる場合は、判定が出た日を基準に回答ください。 

 A. ①県内空港で受けた、②出発地空港で受けた、③出発の 3 日以内に受けた、④出発の 4 日以上前に受け

た、⑤受けていない 

 

Q60. プレゼントに参加される方は、下記にプレゼントの発送先の情報をご入力ください。 

※（公財）日本交通公社はアンケートにご協力頂く方の個人情報を、当選者への商品発送のためにのみ使用し、他の目的で

使用することはありません。個人情報の取扱いについての詳細は HP(http://www.jtb.or.jp/)をご覧下さい。上記事項を

踏まえ、同意いただける方はご入力ください。 

 A. ・郵便番号 （       ） 

・ご住所 （                              ） 

・お名前 （           ） 

・お電話番号 （           ） 

 

  



107 

５－２． 航空乗客アンケート設問一覧（石垣空港） 

 

Q1. これから搭乗する飛行機の行き先をお答えください 

 A. ①沖縄県内（那覇・宮古・与那国）、②沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡） 

 

Q2. お住まいの居住地（都道府県）を お答えください。 

※今回のアンケートは、石垣市・竹富町・与那国町にお住まいの方は対象外となります。 

 A. （        ）都道府県 

 

Q3. お住まいの居住地（市町村）を お答えください。 

※回答条件：Q2 で「沖縄県」を選択した場合 

 A. （        ）市町村 

 

Q4. あなたの性別をお答えください。（ひとつだけ） 

※統計上必要なため性別をお伺いしていますが、お答えになりたくない場合は「回答しない」を選択してください。 

 A. ①男性、②女性、③回答しない 

 

Q5. あなたの年齢をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①10 代、②20 代、③30 代、④40 代、⑤50 代、⑥60 代、⑦70 代、⑧80 代以上 

 

Q6. ご職業をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①会社役員、②会社員、③公務員、④自営業、⑤自由業、⑥派遣社員、 

⑦パート・アルバイト、⑧専業主婦、⑨学生、⑩無職、⑪その他（        ） 

 

Q7. 今回の石垣との往復に利用した航空会社をお選びください。行きと帰りで異なる場合は、帰りに利用する航

空会社をお選びください。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択した場合 

 A. ①JTA（日本トランスオーシャン航空）、②ANA（全日空）、③APJ（ピーチ・アビエーション）、④JAL

（日本航空）、⑤その他（        ） 

 

Q8. 今回の石垣空港－那覇空港または石垣空港－宮古空港との往復に利用した航空会社をお選びください。行き

と帰りで異なる場合は、帰りに利用する航空会社をお選びください。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県内（那覇・宮古・与那国）」を選択した場合 

 A. ①JTA（日本トランスオーシャン航空）、②ANA（全日空）、③SNA（ソラシドエア）、④RAC（琉球エア

ーコミューター）、⑤その他（        ） 

 

Q9. 今回、石垣空港まではどのようにいらっしゃいましたか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q2 で「沖縄県」を選択しなかった場合 

 A. ①県外から直接石垣空港に来た、②那覇乗り継ぎで石垣空港に来た、③その他（        ） 

 

Q10. 沖縄県への旅行は今回の旅行で何回目ですか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q2 で「沖縄県」を選択しなかった場合 

 A. ①初めて、②2 回目、③3 回目、④4 回目、⑤5～9 回目、⑥10～19 回目、⑦20 回目以上 

 

Q11. 前回沖縄旅行をされたのはいつでしたか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q2 で「沖縄県」を選択しなかった場合 

 A. ①1 年以内、②3 年以内、③5 年以内、④10 年以内、⑤10 年より前、⑥今回が初めて 

 

八重山諸島（石垣島・竹富島・小浜島・黒島・新城島・西表島・由布島・鳩間島・波照間島・与那国島）への 

旅行についておたずねします。 

 

Q12. 八重山諸島への旅行は今回の旅行で何回目ですか。（ひとつだけ） 

 A. ①初めて、②2 回目、③3 回目、④4 回目、⑤5～9 回目、⑥10～19 回目、⑦20 回目以上 

 

Q13. 前回、八重山諸島へ旅行をされたのはいつでしたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 年以内、②3 年以内、③5 年以内、④10 年以内、⑤10 年より前、⑥今回が初めて 
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Q14. 今回、旅行先として八重山諸島を選んだ際に決め手となった情報源はどのようなものでしたか。（いくつで

も） 

 A. ①以前訪問した際の自身の経験、②家族や友人・知人等の紹介、③TV や映画、④旅行会社の店員の勧め、

⑤旅行会社のパンフレット、⑥旅行会社のウェブサイト、⑦旅行雑誌、⑧旅行雑誌以外の情報誌、⑨ガイ

ドブック、⑩自治体や観光協会のウェブサイト・SNS、⑪個人ブログ・インターネット掲示板・SNS、⑫自分

の意志外（団体旅行・ビジネス・帰省等 ）、⑬特にない、⑭その他（        ）、⑮いずれも当

てはまらない 

 

Q15. 今回の旅行は、どなたといらっしゃいましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 人で、②夫婦で、③子ども連れ家族で、④三世代家族で、⑤その他家族で（両親兄弟等）、⑥友人・

知人と、⑦恋人と、⑧仕事仲間と、⑨地域の団体・趣味のサークル、 

⑩その他（        ） 

 

Q16. 今回の旅行に同行された方（回答者自身含む）の中に、65 歳以上の方はいらっしゃいましたか。（ひとつだ

け） 

 A. ①いる、②いない 

 

Q17. 今回の旅行に同行された方（回答者自身含む）の中に、移動に制約のある方*はいらっしゃいましたか。 

※移動に制約のある方とは、障害のある方で、心身の状態から移動に制約や不安を抱えている方を指します。 

 A. ①いる、②いない 

 

Q18. 今回の旅行では八重山諸島内に何泊しましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q19. 八重山諸島内で宿泊された島をお答えください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除きます。 

 A. ①石垣島、②竹富島、③黒島、④小浜島、⑤西表島、⑥波照間島、⑦鳩間島、⑧与那国島、⑨その他

（        ）、⑩いずれも当てはまらない 

 

Q20. 「石垣島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「石垣島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q21. 「竹富島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「竹富島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q22. 「黒島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「黒島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q23. 「小浜島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「小浜島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q24. 「西表島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「西表島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q25. 「波照間島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「波照間島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q26. 「鳩間島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「鳩間島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 
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Q27. 「与那国島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「与那国島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q28. 「その他」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「その他」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q29. 今回の八重山旅行で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q30. 今回の八重山旅行中に行った活動はどのようなものでしたか。（いくつでも） 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ） 

 

Q31. 出張・業務旅行の内容を教えてください。（いくつでも） 

※回答条件：Q30 で「会議・研修」、もしくは「仕事」を選択した場合 

 A. ①研修・セミナー、②学会・国際会議・式典・大会等、③展示会・見本市 / イベント、④インセンティ

ブ旅行（報奨・招待旅行）、⑤会議・打合せ、⑥その他（        ）、⑦いずれも当てはまらない 

 

Q32. 今回、八重山諸島を来訪した一番の目的は何ですか。（ひとつだけ） 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ） 

 

Q33. 今回の旅行中に八重山諸島内の移動で使った交通機関をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①路線バス、②観光バス、③貸切タクシー（観光タクシー）、④一般タクシー、⑤モノレール、⑥レンタ

カー、⑦自家用車・法人車（社用車・公用車等）、⑧航空機（県内）、⑨船（県内）、⑩自転車、⑪その他

（        ）、⑫いずれも当てはまらない 

 

Q34. 今回の八重山旅行中に購入されたお土産等をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①菓子類、②果物類、③沖縄食材（ウコン製品、健康食品、塩等）、④酒類（ビール、泡盛等）、⑤工芸品

（琉球ガラス、織物等）、⑥雑貨・衣類（アクセサリー、キャラクターグッズ、T シャツ等）、⑦ブランド

品（香水、バッグ、時計等）、⑧その他（        ）、⑨いずれも当てはまらない 

 

Q35. 今回、石垣島で訪れた観光地・観光施設のタイプをお答えください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除いてください。 

 A. ①平久保崎灯台、②玉取崎展望台、③石垣島鍾乳洞、④バンナ公園、⑤石垣市公設市場、⑥石垣市立八重

山博物館、⑦宮良殿内、⑧唐人墓、⑨石垣島天文台、⑩名蔵アンパル、⑪御神崎灯台、⑫川平湾、⑬ヤエ

ヤマヤシ群生、⑭その他（        ）、⑮いずれも当てはまらない 

 

Q36. 今回、竹富島で訪れた観光地・観光施設のタイプをお答えください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除いてください。 

 A. ①コンドイ浜、②なごみの塔、③その他（        ）、④いずれも当てはまらない 

 

Q37. 今回、黒島で訪れた観光地・観光施設のタイプをお答えください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除いてください。 

 A. ①仲本海岸、②その他（        ）、③いずれも当てはまらない 
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Q38. 今回、小浜島で訪れた観光地・観光施設のタイプをお答えください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除いてください。 

 A. ①大岳、②その他（        ）、③いずれも当てはまらない 

 

Q39. 今回、西表島で訪れた観光地・観光施設のタイプをお答えください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除いてください。 

 A. ①仲間川、②浦内川、③由布島、④その他（        ）、⑤いずれも当てはまらない 

 

Q40. 今回、波照間島で訪れた観光地・観光施設のタイプをお答えください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除いてください。 

 A. ①最南端の碑、②星空観測センター、③ニシハマ、④その他（        ）、⑤いずれも当てはま

らない 

 

Q41. 今回、その他の地域で訪れた観光地・観光施設のタイプをお答えください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除いてください。 

 A. ①新城島、②鳩間島、③与那国島、④その他（        ）、⑤いずれも当てはまらない 

 

Q42. 今回、お住いの地域から八重山諸島へは、どのような形態で旅行されましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①団体旅行（地域や職場、学校などの団体）、②観光つきのパッケージ旅行、③フリープラン型のパッケ

ージ旅行、④個人旅行（交通・宿泊等を自分で手配） 

 

Q43. 八重山諸島への旅行に関して、1 人あたりの参加費等をご入力ください。 

※回答条件：Q42 で「団体旅行」もしくは「観光つきのパッケージ旅行」、「フリープラン型のパッケージ旅行」のいずれ

かを選択した場合 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

・ツアーの日数が 3 日の場合は、「3」を入力。 

 A. ①1 人あたりツアー参加費（      ）円 

②ツアーには何日分の観光が含まれていましたか？（   ）日分 

③ツアーには昼食が何食分含まれていましたか？（   ）食分 

④ツアーには夕食が何食分含まれていましたか？（   ）食分 

 

Q44. 1 人あたりの往復交通費（出発地～八重山諸島間）をご入力ください。 

※回答条件：Q42 で「個人旅行」を選択した場合 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

 A. ①1 人あたり往復交通費（      ）円 

 

Q45. マイレージポイントを旅費として、ご利用になりましたか。 

※回答条件：Q42 で「個人旅行」を選択した場合 

 A. ①マイルを使った、②マイルを使わなかった 

 

Q46. 八重山諸島内でお支払いになった 1 人あたりの金額を、それぞれの費目ごとにご入力ください。（団体旅行・

パッケージ旅行の参加費に含まれているものを除く） 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・いずれの項目も費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

※島内交通費は、ツアー参加費に含まれないガソリン代なども含めてお答えください。 

※娯楽・入場費は、ダイビング・マリンスポーツ代、ゴルフ代、現地ツアー参加費なども含みます。 

 A. ①宿泊費（      ）円、②県内交通費（      ）円、③土産・買物費（      ）円、

④飲食費（      ）円、⑤娯楽・入場費（      ）円、⑥その他（      ）円 

⑦「その他」で入力した金額の使いみち（                           ） 
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Q47. 下記の項目について、今回の八重山旅行の満足度をお答えください。 

 A. ・旅行全体 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・宿泊施設 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・食事 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・土産品 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・海の美しさ ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・景観 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

 

Q48. あなたは今後 5 年間に何回くらい観光目的で八重山旅行をすると思いますか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 回、②2 回、③3～5 回、④6 回以上、⑤5 年後以降なら行くかもしれない、⑥5 年後以降も行かない

と思う 

 

Q49. あなたは八重山旅行を人にも勧めたいと思いますか。（ひとつだけ） 

 A. ①ぜひ勧めたい、②勧めたい、③どちらともいえない、④勧めないと思う 

 

Q50. 今回の旅行で、八重山諸島以外の沖縄県内を訪れましたか。 

※八重山諸島：石垣島・竹富島・小浜島・黒島・新城島・西表島・由布島・鳩間島・波照間島・与那国島 

 A. ①訪れた、②訪れなかった 

 

Q51. 今回の沖縄旅行中に八重山諸島以外で訪れた地域全てにチェックを入れてください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除きます。 

※回答条件：Q1 で「沖縄県内（那覇・宮古・与那国）」を選択し、かつ Q50 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①やんばる（最北部）、②本部半島、③北部西海岸、④北部東海岸、⑤中部西海岸、⑥中部東海岸、⑦那

覇市、⑧南部、⑨久米島、⑩久米島以外の沖縄本島の周辺離島、⑪宮古島及び周辺離島、⑫その他

（        ）、⑬いずれも当てはまらない 

 

Q52. 今回の旅行で、八重山諸島以外の沖縄県内に何泊しましたか。あるいは何泊する予定ですか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県内（那覇・宮古・与那国）」を選択し、かつ Q50 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧宿泊なし 

 

Q53. 今回の沖縄旅行中に八重山諸島以外で訪れた地域全てにチェックを入れてください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除きます。 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q50 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①やんばる（最北部）、②本部半島、③北部西海岸、④北部東海岸、⑤中部西海岸、⑥中部東海岸、⑦那

覇市、⑧南部、⑨久米島、⑩久米島以外の沖縄本島の周辺離島、⑪宮古島及び周辺離島、⑫その他

（        ）、⑬いずれも当てはまらない 

 

Q54. 「やんばる（最北部）」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q53 で「やんばる（最北部）」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q55. 「やんばる（最北部）」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q53 で「やんばる（最北部）」を選択し、かつ Q54 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q56. 「本部半島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q53 で「本部半島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q57. 「本部半島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q53 で「本部半島」を選択し、かつ Q56 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他
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（        ） 

 

Q58. 「北部西海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q53 で「北部西海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q59. 「北部西海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q53 で「北部西海岸」を選択し、かつ Q58 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q60. 「北部東海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q53 で「北部東海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q61. 「北部東海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q53 で「北部東海岸」を選択し、かつ Q60 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q62. 「中部西海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q53 で「中部西海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q63. 「中部西海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q53 で「中部西海岸」を選択し、かつ Q62 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q64. 「中部東海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q53 で「中部東海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q65. 「中部東海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q53 で「中部東海岸」を選択し、かつ Q64 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q66. 「那覇市」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q53 で「那覇市」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 
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Q67. 「那覇市」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q53 で「那覇市」を選択し、かつ Q66 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q68. 「南部」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q53 で「南部」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q69. 「南部」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q53 で「南部」を選択し、かつ Q68 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q70. 「久米島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q53 で「久米島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q71. 「久米島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q53 で「久米島」を選択し、かつ Q70 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q72. 「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q53 で「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q73. 「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q53 で「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」を選択し、かつ Q72 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q74. 「宮古島及び周辺離島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q53 で「宮古島及び周辺離島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q75. 「宮古島及び周辺離島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q53 で「宮古島及び周辺離島」を選択し、かつ Q74 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q76. 「その他」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q53 で「その他」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 
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Q77. 「その他」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q53 で「その他」を選択し、かつ Q76 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q78. 今回の旅行中に、八重山諸島以外の沖縄県内で使った交通機関をお答えください。（いくつでも） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q50 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①路線バス、②観光バス、③貸切タクシー（観光タクシー）、④一般タクシー、⑤モノレール、⑥レンタ

カー、⑦自家用車・法人車（社用車・公用車等）、⑧航空機（県内）、⑨船（県内）、⑩自転車、⑪その他

（        ）、⑫いずれも当てはまらない 

 

Q79. 今回の旅行中に､八重山諸島以外の沖縄県内で行った活動はどのようなものでしたか。（いくつでも） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q50 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ）㉗いずれも当ては

まらない 

 

Q80. 出張・業務旅行の内容を教えてください。（いくつでも） 

※回答条件：Q79 で「会議・研修」もしくは「仕事」を選択した場合 

 A. ①研修・セミナー、②学会・国際会議・式典・大会等、③展示会・見本市 / イベント、④インセンティ

ブ旅行（報奨・招待旅行）、⑤会議・打合せ、⑥その他（        ）、⑦いずれも当てはまらない 

 

Q81. 今回、沖縄県を来訪した一番の目的は何ですか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q50 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ） 

 

Q82. 今回の旅行で八重山諸島以外の沖縄県内でお支払いになった 1 人あたりの金額を、それぞれの費目ごとにご

入力ください。（団体旅行・パッケージ旅行の参加費に含まれているものを除く） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q50 で「訪れた」を選択した場合 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・いずれの項目も費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

※県内交通費は、ツアー参加費に含まれないガソリン代なども含めてお答えください。 

※八重山諸島以外での県内移動に利用された交通費は、すべてご入力ください。 

※娯楽・入場費は、ダイビング・マリンスポーツ代、ゴルフ代、現地ツアー参加費なども含みます。 

 A. ①宿泊費（      ）円、②県内交通費（      ）円、③土産・買物費（      ）円、

④飲食費（      ）円、⑤娯楽・入場費（      ）円、⑥その他（      ）円 

⑦「その他」で入力した金額の使いみち（                           ） 

 

Q83. あなたは今後 5 年間に何回くらい観光目的で沖縄旅行をすると思いますか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q50 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①1 回、②2 回、③3～5 回、④6 回以上、⑤5 年後以降なら行くかもしれない、⑥5 年後以降も行かない

と思う 

 

Q84. あなたは沖縄旅行を人にも勧めたいと思いますか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択した場合 

 A. ①ぜひ勧めたい、②勧めたい、③どちらともいえない、④勧めないと思う 
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Q85. 今回の旅行で、沖縄は観光客向けの情報提供や感染症の検疫・防疫などの危機管理体制が整っており、安全

で安心して旅行できる地域だと思いましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①そう思う、②どちらかといえばそう思う、③どちらかといえばそう思わない、④そう思わない、 

⑤わからない 

 

Q86. 沖縄県では、現在、自然や生き物・地球環境の保全、文化遺産の保全と異文化理解、観光客と住民の双方の

安心・満足、地域経済への貢献等をバランスよく実現する「持続可能な観光」を推進しています。今回の旅

行において宿泊施設や交通機関、観光スポット等で、「持続可能な観光」を推進するための取組が行われて

いると感じられる場面はありましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①よくあった、②たまにあった、③あまりなかった、④まったくなかった 

 

Q87 今回の旅行は、避寒や花粉症等の症状緩和を目的としたものでしたか。（ひとつだけ） 

 A. ①そうである、②そうではない 

 

Q88. もしよろしければ、世帯全体での年間収入（年金等含む）をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①300 万円未満、②300～400 万円未満、③400～500 万円未満、④500～600 万円未満、⑤600～800 万

円未満、⑥800～1,000 万円未満、⑦1,000～1,500 万円未満、⑧1,500～2,000 万円未満、⑨2,000 万円以

上、⑩その他（      ） 

 

Q89. あなたは、現在までに新型コロナウイルス感染予防のためにワクチンを接種しましたか。 

 A. ①1 回接種した、②2 回接種した、③接種はしていない 

 

Q90. 今回、沖縄県に入域するにあたって、事前に PCR 検査または抗原検査による陰性判定を受けましたか。な

お、検査日と判定が出た日が異なる場合は、判定が出た日を基準に回答ください。 

 A. ①県内空港で受けた、②出発地空港で受けた、③出発の 3 日以内に受けた、④出発の 4 日以上前に受け

た、⑤受けていない 

 

Q91. プレゼントに参加される方は、下記にプレゼントの発送先の情報をご入力ください。 

※（公財）日本交通公社はアンケートにご協力頂く方の個人情報を、当選者への商品発送のためにのみ使用し、

他の目的で使用することはありません。個人情報の取扱いについての詳細は HP(http://www.jtb.or.jp/)を

ご覧下さい。上記事項を踏まえ、同意いただける方はご入力ください。 

 

 A. ・郵便番号 （       ） 

・ご住所 （                              ） 

・お名前 （           ） 

・お電話番号 （           ） 
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５－３． 航空乗客アンケート設問一覧（宮古空港） 

 

Q1. これから搭乗する飛行機の行き先をお答えください 

 A. ①沖縄県内（那覇・石垣・多良間）、②沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡） 

 

Q2. お住まいの居住地（都道府県）を お答えください。 

※今回のアンケートは、宮古島市・多良間村にお住まいの方は対象外となります。 

 A. （        ）都道府県 

 

Q3. お住まいの居住地（市町村）を お答えください。 

※回答条件：Q2 で「沖縄県」を選択した場合 

 A. （        ）市町村 

 

Q4. あなたの性別をお答えください。（ひとつだけ） 

※統計上必要なため性別をお伺いしていますが、お答えになりたくない場合は「回答しない」を選択してください。 

 A. ①男性、②女性、③回答しない 

 

Q5. あなたの年齢をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①10 代、②20 代、③30 代、④40 代、⑤50 代、⑥60 代、⑦70 代、⑧80 代以上 

 

Q6. ご職業をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①会社役員、②会社員、③公務員、④自営業、⑤自由業、⑥派遣社員、⑦パート・アルバイト、 

⑧専業主婦、⑨学生、⑩無職、⑪その他（        ） 

 

Q7. 今回の宮古との往復に利用した航空会社をお選びください。行きと帰りで異なる場合は、帰りに利用する航

空会社をお選びください。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択した場合 

 A. ①JTA（日本トランスオーシャン航空）、②ANA（全日空）、③その他（        ） 

 

Q8. 今回の宮古空港－那覇空港または宮古空港－石垣空港等との往復に利用した航空会社をお選びください。行

きと帰りで異なる場合は、帰りに利用する航空会社をお選びください。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県内（那覇・石垣・多良間）」を選択した場合 

 A. ①JTA（日本トランスオーシャン航空）、②ANA（全日空）、③RAC（琉球エアーコミューター）、 

④その他（        ） 

 

Q9. 今回、宮古空港まではどのようにいらっしゃいましたか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q2 で「沖縄県」を選択しなかった場合 

 A. ①県外から直接宮古空港に来た、②那覇乗り継ぎで宮古空港に来た、③その他（        ） 

 

Q10. 沖縄県への旅行は今回の旅行で何回目ですか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q2 で「沖縄県」を選択しなかった場合 

 A. ①初めて、②2 回目、③3 回目、④4 回目、⑤5～9 回目、⑥10～19 回目、⑦20 回目以上 

 

Q11. 前回沖縄旅行をされたのはいつでしたか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q2 で「沖縄県」を選択しなかった場合 

 A. ①1 年以内、②3 年以内、③5 年以内、④10 年以内、⑤10 年より前、⑥今回が初めて 

 

宮古諸島（宮古島・来間島・池間島・大神島・伊良部島・下地島・多良間島・水納島）への旅行について 

おたずねします。 

 

Q12. 宮古諸島への旅行は今回の旅行で何回目ですか。（ひとつだけ） 

 A. ①初めて、②2 回目、③3 回目、④4 回目、⑤5～9 回目、⑥10～19 回目、⑦20 回目以上 

 

Q13. 前回、宮古諸島へ旅行をされたのはいつでしたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 年以内、②3 年以内、③5 年以内、④10 年以内、⑤10 年より前、⑥今回が初めて 
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Q14. 今回、旅行先として宮古諸島を選んだ際に決め手となった情報源はどのようなものでしたか。（いくつでも） 

 A. ①以前訪問した際の自身の経験、②家族や友人・知人等の紹介、③TV や映画、④旅行会社の店員の勧め、

⑤旅行会社のパンフレット、⑥旅行会社のウェブサイト、⑦旅行雑誌、⑧旅行雑誌以外の情報誌、⑨ガイ

ドブック、⑩自治体や観光協会のウェブサイト・SNS、⑪個人ブログ・インターネット掲示板・SNS、⑫自分

の意志外（団体旅行・ビジネス・帰省等 ）、⑬特にない、⑭その他（        ）、⑮いずれも当

てはまらない 

 

Q15. 今回の旅行は、どなたといらっしゃいましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 人で、②夫婦で、③子ども連れ家族で、④三世代家族で、⑤その他家族で（両親兄弟等）、⑥友人・

知人と、⑦恋人と、⑧仕事仲間と、⑨地域の団体・趣味のサークル、 

⑩その他（        ） 

 

Q16. 今回の旅行に同行された方（回答者自身含む）の中に、65 歳以上の方はいらっしゃいましたか。（ひとつだ

け） 

 A. ①いる、②いない 

 

Q17. 今回の旅行に同行された方（回答者自身含む）の中に、移動に制約のある方*はいらっしゃいましたか。 

※移動に制約のある方とは、障害のある方で、心身の状態から移動に制約や不安を抱えている方を指します。 

 A. ①いる、②いない 

 

Q18. 今回の旅行では宮古諸島内に何泊しましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q19. 宮古諸島内で宿泊された島をお答えください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除きます。 

 A. ①宮古島、②池間島、③来間島、④大神島、⑤伊良部島・下地島、⑥多良間島、⑦水納島、 

⑧その他（        ）、⑨いずれも当てはまらない 

 

Q20. 「宮古島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「宮古島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q21. 「池間島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「池間島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q22. 「来間島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「来間島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q23. 「大神島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「大神島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q24. 「伊良部島・下地島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「伊良部島・下地島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q25. 「多良間島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「多良間島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q26. 「水納島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「水納島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 
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Q27. 「その他」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「その他」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q28. 今回の宮古旅行で利用された宿泊施設をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q29. 今回の宮古旅行中に行った活動はどのようなものでしたか。（いくつでも） 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ） 

 

Q30. 出張・業務旅行の内容を教えてください。（いくつでも） 

※回答条件：Q29 で「会議・研修」、「仕事」を選択した場合 

 A. ①研修・セミナー、②学会・国際会議・式典・大会等、③展示会・見本市 / イベント、④インセンティ

ブ旅行（報奨・招待旅行）、⑤会議・打合せ、⑥その他（        ）、⑦いずれも当てはまらない 

 

Q31. 今回、宮古諸島を来訪した一番の目的は何ですか。（ひとつだけ） 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ） 

 

Q32. 今回の旅行中に宮古諸島内の移動で使った交通機関をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①路線バス、②観光バス、③貸切タクシー（観光タクシー）、④一般タクシー、⑤モノレール、⑥レンタ

カー、⑦自家用車・法人車（社用車・公用車等）、⑧航空機（県内）、⑨船（県内）、⑩自転車、⑪その他

（        ）、⑫いずれも当てはまらない 

 

Q33. 今回の宮古旅行中に購入されたお土産等をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①菓子類、②果物類、③沖縄食材（ウコン製品、健康食品、塩等）、④酒類（ビール、泡盛等）、⑤工芸品

（琉球ガラス、織物等）、⑥雑貨・衣類（アクセサリー、キャラクターグッズ、T シャツ等）、⑦ブランド

品（香水、バッグ、時計等）、⑧その他（        ）、⑨いずれも当てはまらない 

 

Q34. 今回、宮古諸島内で訪れた観光地・観光施設をお答えください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除いてください。 

 A. ①宮古島海中公園、②西平安名崎、③池間島、④大神島、⑤島尻のマングローブ林、⑥宮古島市熱帯植物

園（体験工芸村）、⑦宮古島市総合博物館、⑧新城海岸、⑨吉野海岸、⑩東平安名崎、⑪保良川（保良泉）

ビーチ、⑫うえのドイツ文化村、⑬来間島、⑭与那覇前浜ビーチ、⑮宮古島市伝統工芸品センター、⑯公

設市場、⑰砂山ビーチ、⑱伊良部大橋、⑲伊良部島・下地島、⑳多良間島、㉑水納島、㉒その他

（        ）、㉓いずれも当てはまらない 

 

Q35. 今回、お住いの地域から宮古諸島へは、どのような形態で旅行されましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①団体旅行（地域や職場、学校などの団体）、②観光つきのパッケージ旅行、③フリープラン型のパッケ

ージ旅行、④個人旅行（交通・宿泊等を自分で手配） 
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Q36. 宮古諸島への旅行に関して、1 人あたりの参加費等をご入力ください。 

※回答条件：Q35 で「団体旅行」もしくは「観光つきのパッケージ旅行」、「フリープラン型のパッケージ旅行」のいずれ

かを選択した場合 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

・ツアーの日数が 3 日の場合は、「3」を入力。 

 A. ①1 人あたりツアー参加費（      ）円 

②ツアーには何日分の観光が含まれていましたか？（   ）日分 

③ツアーには昼食が何食分含まれていましたか？（   ）食分 

④ツアーには夕食が何食分含まれていましたか？（   ）食分 

 

Q37. 1 人あたりの往復交通費（出発地～宮古諸島間）をご入力ください。 

※回答条件：Q35 で「個人旅行」を選択した場合 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

 A. ①1 人あたり往復交通費（      ）円 

 

Q38. マイレージポイントを旅費として、ご利用になりましたか。 

※回答条件：Q35 で「個人旅行」を選択した場合 

 A. ①マイルを使った、②マイルを使わなかった 

 

Q39. 宮古諸島内でお支払いになった 1 人あたりの金額を、それぞれの費目ごとにご入力ください。（団体旅行・

パッケージ旅行の参加費に含まれているものを除く） 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・いずれの項目も費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

※島内交通費は、ツアー参加費に含まれないガソリン代なども含めてお答えください。 

※娯楽・入場費は、ダイビング・マリンスポーツ代、ゴルフ代、現地ツアー参加費なども含みます。 

 A. ①宿泊費（      ）円、②県内交通費（      ）円、③土産・買物費（      ）円、

④飲食費（      ）円、⑤娯楽・入場費（      ）円、⑥その他（      ）円 

⑦「その他」で入力した金額の使いみち（                           ） 

 

Q40. 下記の項目について、今回の宮古旅行の満足度をお答えください。 

 A. ・旅行全体 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・宿泊施設 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・食事 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・土産品 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・海の美しさ ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・景観 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

 

Q41. あなたは今後 5 年間に何回くらい観光目的で宮古旅行をすると思いますか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 回、②2 回、③3～5 回、④6 回以上、⑤5 年後以降なら行くかもしれない、⑥5 年後以降も行かない

と思う 

 

Q42. あなたは宮古旅行を人にも勧めたいと思いますか。（ひとつだけ） 

 A. ①ぜひ勧めたい、②勧めたい、③どちらともいえない、④勧めないと思う 

 

Q43. 今回の旅行で、宮古諸島以外の沖縄県内を訪れましたか。 

※宮古諸島：宮古島・来間島・池間島・大神島・伊良部島・下地島・多良間島・水納島 

 A. ①訪れた、②訪れなかった 
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Q44. 今回の沖縄旅行中に宮古諸島以外で訪れた地域全てにチェックを入れてください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除きます。 

※回答条件：Q1 で「沖縄県内（那覇・石垣・多良間）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①やんばる（最北部）、②本部半島、③北部西海岸、④北部東海岸、⑤中部西海岸、⑥中部東海岸、⑦那

覇市、⑧南部、⑨久米島、⑩久米島以外の沖縄本島の周辺離島、⑪石垣島及び周辺離島、⑫その他

（        ）、⑬いずれも当てはまらない 

 

Q45. 今回の旅行で、宮古諸島以外の沖縄県内に何泊しましたか。あるいは何泊する予定ですか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県内（那覇・石垣・多良間）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧宿泊なし 

 

Q46. 今回の沖縄旅行中に宮古諸島以外で訪れた地域全てにチェックを入れてください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除きます。 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①やんばる（最北部）、②本部半島、③北部西海岸、④北部東海岸、⑤中部西海岸、⑥中部東海岸、⑦那

覇市、⑧南部、⑨久米島、⑩久米島以外の沖縄本島の周辺離島、⑪石垣島及び周辺離島、⑫その他

（        ）、⑬いずれも当てはまらない 

 

Q47. 「やんばる（最北部）」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「やんばる（最北部）」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q48. 「やんばる（最北部）」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「やんばる（最北部）」を選択し、かつ Q47 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q49. 「本部半島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「本部半島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q50. 「本部半島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「本部半島」を選択し、かつ Q49 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q51. 「北部西海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「北部西海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q52. 「北部西海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「北部西海岸」を選択し、かつ Q51 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q53. 「北部東海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「北部東海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 
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Q54. 「北部東海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「北部東海岸」を選択し、かつ Q53 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q55. 「中部西海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「中部西海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q56. 「中部西海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「中部西海岸」を選択し、かつ Q55 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q57 「中部東海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「中部東海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q58. 「中部東海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「中部東海岸」を選択し、かつ Q57 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q59. 「那覇市」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「那覇市」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q60. 「那覇市」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「那覇市」を選択し、かつ Q59 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q61. 「南部」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「南部」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q62. 「南部」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「南部」を選択し、かつ Q61 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q63. 「久米島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「久米島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 
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Q64. 「久米島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「久米島」を選択し、かつ Q63 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q65. 「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q66. 「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」を選択し、かつ Q65 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q67. 「石垣島及び周辺離島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「石垣島及び周辺離島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q68. 「石垣島及び周辺離島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「石垣島及び周辺離島」を選択し、かつ Q67 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q69 「その他」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「その他」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q70. 「その他」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「その他」を選択し、かつ Q69 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q71. 今回の旅行中に、宮古諸島以外の沖縄県内で使った交通機関をお答えください。（いくつでも） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①路線バス、②観光バス、③貸切タクシー（観光タクシー）、④一般タクシー、⑤モノレール、⑥レンタ

カー、⑦自家用車・法人車（社用車・公用車等）、⑧航空機（県内）、⑨船（県内）、⑩自転車、⑪その他

（        ）、⑫いずれも当てはまらない 

 

Q72. 今回の旅行中に､宮古諸島以外の沖縄県内で行った活動はどのようなものでしたか。（いくつでも） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ）㉗いずれも当ては

まらない 
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Q73. 出張・業務旅行の内容を教えてください。（いくつでも） 

※回答条件：Q72 で「会議・研修」もしくは「仕事」を選択した場合 

 A. ①研修・セミナー、②学会・国際会議・式典・大会等、③展示会・見本市 / イベント、④インセンティ

ブ旅行（報奨・招待旅行）、⑤会議・打合せ、⑥その他（        ）、⑦いずれも当てはまらない 

 

Q74. 今回、沖縄県を来訪した一番の目的は何ですか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ） 

 

Q75. 今回の旅行で宮古諸島以外の沖縄県内でお支払いになった 1 人あたりの金額を、それぞれの費目ごとにご入

力ください。（団体旅行・パッケージ旅行の参加費に含まれているものを除く） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・いずれの項目も費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

※県内交通費は、ツアー参加費に含まれないガソリン代なども含めてお答えください。 

※宮古諸島以外での県内移動に利用された交通費は、すべてご入力ください。 

※娯楽・入場費は、ダイビング・マリンスポーツ代、ゴルフ代、現地ツアー参加費なども含みます。 

 A. ①宿泊費（      ）円、②県内交通費（      ）円、③土産・買物費（      ）円、

④飲食費（      ）円、⑤娯楽・入場費（      ）円、⑥その他（      ）円 

⑦「その他」で入力した金額の使いみち（                           ） 

 

Q76. あなたは今後 5 年間に何回くらい観光目的で沖縄旅行をすると思いますか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①1 回、②2 回、③3～5 回、④6 回以上、⑤5 年後以降なら行くかもしれない、⑥5 年後以降も行かない

と思う 

 

Q77. あなたは沖縄旅行を人にも勧めたいと思いますか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択した場合 

 A. ①ぜひ勧めたい、②勧めたい、③どちらともいえない、④勧めないと思う 

 

Q78. 今回の旅行で、沖縄は観光客向けの情報提供や感染症の検疫・防疫などの危機管理体制が整っており、安全

で安心して旅行できる地域だと思いましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①そう思う、②どちらかといえばそう思う、③どちらかといえばそう思わない、④そう思わない、 

⑤わからない 

 

Q79. 沖縄県では、現在、自然や生き物・地球環境の保全、文化遺産の保全と異文化理解、観光客と住民の双方の

安心・満足、地域経済への貢献等をバランスよく実現する「持続可能な観光」を推進しています。今回の旅

行において宿泊施設や交通機関、観光スポット等で、「持続可能な観光」を推進するための取組が行われて

いると感じられる場面はありましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①よくあった、②たまにあった、③あまりなかった、④まったくなかった 

 

Q80 今回の旅行は、避寒や花粉症等の症状緩和を目的としたものでしたか。（ひとつだけ） 

 A. ①そうである、②そうではない 

 

Q81. もしよろしければ、世帯全体での年間収入（年金等含む）をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①300 万円未満、②300～400 万円未満、③400～500 万円未満、④500～600 万円未満、⑤600～800 万

円未満、⑥800～1,000 万円未満、⑦1,000～1,500 万円未満、⑧1,500～2,000 万円未満、⑨2,000 万円以

上、⑩その他（      ） 

 

Q82. あなたは、現在までに新型コロナウイルス感染予防のためにワクチンを接種しましたか。 

 A. ①1 回接種した、②2 回接種した、③接種はしていない 
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Q83. 今回、沖縄県に入域するにあたって、事前に PCR 検査または抗原検査による陰性判定を受けましたか。な

お、検査日と判定が出た日が異なる場合は、判定が出た日を基準に回答ください。 

 A. ①県内空港で受けた、②出発地空港で受けた、③出発の 3 日以内に受けた、④出発の 4 日以上前に受け

た、⑤受けていない 

 

Q84. プレゼントに参加される方は、下記にプレゼントの発送先の情報をご入力ください。 

※（公財）日本交通公社はアンケートにご協力頂く方の個人情報を、当選者への商品発送のためにのみ使用し、他の目的で

使用することはありません。個人情報の取扱いについての詳細は HP(http://www.jtb.or.jp/)をご覧下さい。上記事項を

踏まえ、同意いただける方はご入力ください。 

 

 A. ・郵便番号 （       ） 

・ご住所 （                              ） 

・お名前 （           ） 

・お電話番号 （           ） 
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５－４． 航空乗客アンケート設問一覧（下地島空港） 

 

Q1. これから搭乗する飛行機の行き先をお答えください 

 A. ①沖縄県内（那覇）、②沖縄県外（東京・神戸） 

 

Q2. お住まいの居住地（都道府県）を お答えください。 

※今回のアンケートは、宮古島市・多良間村にお住まいの方は対象外となります。 

 A. （        ）都道府県 

 

Q3. お住まいの居住地（市町村）を お答えください。 

※回答条件：Q2 で「沖縄県」を選択した場合 

 A. （        ）市町村 

 

Q4. あなたの性別をお答えください。（ひとつだけ） 

※統計上必要なため性別をお伺いしていますが、お答えになりたくない場合は「回答しない」を選択してください。 

 A. ①男性、②女性、③回答しない 

 

Q5. あなたの年齢をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①10 代、②20 代、③30 代、④40 代、⑤50 代、⑥60 代、⑦70 代、⑧80 代以上 

 

Q6. ご職業をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①会社役員、②会社員、③公務員、④自営業、⑤自由業、⑥派遣社員、⑦パート・アルバイト、 

⑧専業主婦、⑨学生、⑩無職、⑪その他（        ） 

 

Q7. 今回のみやこ下地島空港との往復に利用した航空会社をお選びください。行きと帰りで異なる場合は、帰り

に利用する航空会社をお選びください。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択した場合 

 A. ①JJP（ジェットスター・ジャパン）、②SKY（スカイマーク）、③その他（        ） 

 

Q8. 今回のみやこ下地島空港－那覇空港との往復に利用した航空会社をお選びください。行きと帰りで異なる場

合は、帰りに利用する航空会社をお選びください。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県内（那覇）」を選択した場合 

 A. ①SKY（スカイマーク）、②その他（        ） 

 

Q9. 今回、みやこ下地島空港まではどのようにいらっしゃいましたか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q2 で「沖縄県」を選択しなかった場合 

 A. ①県外から直接みやこ下地島空港に来た、②那覇乗り継ぎでみやこ下地島空港に来た、 

③その他（        ） 

 

Q10. 沖縄県への旅行は今回の旅行で何回目ですか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q2 で「沖縄県」を選択しなかった場合 

 A. ①初めて、②2 回目、③3 回目、④4 回目、⑤5～9 回目、⑥10～19 回目、⑦20 回目以上 

 

Q11. 前回沖縄旅行をされたのはいつでしたか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q2 で「沖縄県」を選択しなかった場合 

 A. ①1 年以内、②3 年以内、③5 年以内、④10 年以内、⑤10 年より前、⑥今回が初めて 

 

宮古諸島（宮古島・来間島・池間島・大神島・伊良部島・下地島・多良間島・水納島）への旅行について 

おたずねします。 

 

Q12. 宮古諸島への旅行は今回の旅行で何回目ですか。（ひとつだけ） 

 A. ①初めて、②2 回目、③3 回目、④4 回目、⑤5～9 回目、⑥10～19 回目、⑦20 回目以上 

 

Q13. 前回、宮古諸島へ旅行をされたのはいつでしたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 年以内、②3 年以内、③5 年以内、④10 年以内、⑤10 年より前、⑥今回が初めて 
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Q14. 今回、旅行先として宮古諸島を選んだ際に決め手となった情報源はどのようなものでしたか。（いくつでも） 

 A. ①以前訪問した際の自身の経験、②家族や友人・知人等の紹介、③TV や映画、④旅行会社の店員の勧め、

⑤旅行会社のパンフレット、⑥旅行会社のウェブサイト、⑦旅行雑誌、⑧旅行雑誌以外の情報誌、⑨ガイ

ドブック、⑩自治体や観光協会のウェブサイト・SNS、⑪個人ブログ・インターネット掲示板・SNS、⑫自分

の意志外（団体旅行・ビジネス・帰省等 ）、⑬特にない、⑭その他（        ）、⑮いずれも当

てはまらない 

 

Q15. 今回の旅行は、どなたといらっしゃいましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 人で、②夫婦で、③子ども連れ家族で、④三世代家族で、⑤その他家族で（両親兄弟等）、⑥友人・

知人と、⑦恋人と、⑧仕事仲間と、⑨地域の団体・趣味のサークル、 

⑩その他（        ） 

 

Q16. 今回の旅行に同行された方（回答者自身含む）の中に、65 歳以上の方はいらっしゃいましたか。（ひとつだ

け） 

 A. ①いる、②いない 

 

Q17. 今回の旅行に同行された方（回答者自身含む）の中に、移動に制約のある方*はいらっしゃいましたか。 

※移動に制約のある方とは、障害のある方で、心身の状態から移動に制約や不安を抱えている方を指します。 

 A. ①いる、②いない 

 

Q18. 今回の旅行では宮古諸島内に何泊しましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q19. 宮古諸島内で宿泊された島をお答えください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除きます。 

 A. ①宮古島、②池間島、③来間島、④大神島、⑤伊良部島・下地島、⑥多良間島、⑦水納島、 

⑧その他（        ）、⑨いずれも当てはまらない 

 

Q20. 「宮古島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「宮古島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q21. 「池間島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「池間島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q22. 「来間島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「来間島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q23. 「大神島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「大神島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q24. 「伊良部島・下地島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「伊良部島・下地島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q25. 「多良間島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「多良間島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q26. 「水納島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「水納島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 
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Q27. 「その他」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q19 で「その他」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q28. 今回の宮古旅行で利用された宿泊施設をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q29. 今回の宮古旅行中に行った活動はどのようなものでしたか。（いくつでも） 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ） 

 

Q30. 出張・業務旅行の内容を教えてください。（いくつでも） 

※回答条件：Q29 で「会議・研修」、「仕事」を選択した場合 

 A. ①研修・セミナー、②学会・国際会議・式典・大会等、③展示会・見本市 / イベント、④インセンティ

ブ旅行（報奨・招待旅行）、⑤会議・打合せ、⑥その他（        ）、⑦いずれも当てはまらない 

 

Q31. 今回、宮古諸島を来訪した一番の目的は何ですか。（ひとつだけ） 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ） 

 

Q32. 今回の旅行中に宮古諸島内の移動で使った交通機関をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①路線バス、②観光バス、③貸切タクシー（観光タクシー）、④一般タクシー、⑤モノレール、⑥レンタ

カー、⑦自家用車・法人車（社用車・公用車等）、⑧航空機（県内）、⑨船（県内）、⑩自転車、⑪その他

（        ）、⑫いずれも当てはまらない 

 

Q33. 今回の宮古旅行中に購入されたお土産等をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①菓子類、②果物類、③沖縄食材（ウコン製品、健康食品、塩等）、④酒類（ビール、泡盛等）、⑤工芸品

（琉球ガラス、織物等）、⑥雑貨・衣類（アクセサリー、キャラクターグッズ、T シャツ等）、⑦ブランド

品（香水、バッグ、時計等）、⑧その他（        ）、⑨いずれも当てはまらない 

 

Q34. 今回、宮古諸島内で訪れた観光地・観光施設をお答えください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除いてください。 

 A. ①宮古島海中公園、②西平安名崎、③池間島、④大神島、⑤島尻のマングローブ林、⑥宮古島市熱帯植物

園（体験工芸村）、⑦宮古島市総合博物館、⑧新城海岸、⑨吉野海岸、⑩東平安名崎、⑪保良川（保良泉）

ビーチ、⑫うえのドイツ文化村、⑬来間島、⑭与那覇前浜ビーチ、⑮宮古島市伝統工芸品センター、⑯公

設市場、⑰砂山ビーチ、⑱伊良部大橋、⑲伊良部島・下地島、⑳多良間島、㉑水納島、㉒その他

（        ）、㉓いずれも当てはまらない 

 

Q35. 今回、お住いの地域から宮古諸島へは、どのような形態で旅行されましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①団体旅行（地域や職場、学校などの団体）、②観光つきのパッケージ旅行、③フリープラン型のパッケ

ージ旅行、④個人旅行（交通・宿泊等を自分で手配） 
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Q36. 宮古諸島への旅行に関して、1 人あたりの参加費等をご入力ください。 

※回答条件：Q35 で「団体旅行」もしくは「観光つきのパッケージ旅行」、「フリープラン型のパッケージ旅行」のいずれ

かを選択した場合 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

・ツアーの日数が 3 日の場合は、「3」を入力。 

 A. ①1 人あたりツアー参加費（      ）円 

②ツアーには何日分の観光が含まれていましたか？（   ）日分 

③ツアーには昼食が何食分含まれていましたか？（   ）食分 

④ツアーには夕食が何食分含まれていましたか？（   ）食分 

 

Q37. 1 人あたりの往復交通費（出発地～宮古諸島間）をご入力ください。 

※回答条件：Q35 で「個人旅行」を選択した場合 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

 A. ①1 人あたり往復交通費（      ）円 

 

Q38. マイレージポイントを旅費として、ご利用になりましたか。 

※回答条件：Q35 で「個人旅行」を選択した場合 

 A. ①マイルを使った、②マイルを使わなかった 

 

Q39. 宮古諸島内でお支払いになった 1 人あたりの金額を、それぞれの費目ごとにご入力ください。（団体旅行・

パッケージ旅行の参加費に含まれているものを除く） 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・いずれの項目も費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

※島内交通費は、ツアー参加費に含まれないガソリン代なども含めてお答えください。 

※娯楽・入場費は、ダイビング・マリンスポーツ代、ゴルフ代、現地ツアー参加費なども含みます。 

 A. ①宿泊費（      ）円、②県内交通費（      ）円、③土産・買物費（      ）円、

④飲食費（      ）円、⑤娯楽・入場費（      ）円、⑥その他（      ）円 

⑦「その他」で入力した金額の使いみち（                           ） 

 

Q40. 下記の項目について、今回の宮古旅行の満足度をお答えください。 

 A. ・旅行全体 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・宿泊施設 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・食事 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・土産品 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・海の美しさ ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・景観 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

 

Q41. あなたは今後 5 年間に何回くらい観光目的で宮古旅行をすると思いますか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 回、②2 回、③3～5 回、④6 回以上、⑤5 年後以降なら行くかもしれない、⑥5 年後以降も行かない

と思う 

 

Q42. あなたは宮古旅行を人にも勧めたいと思いますか。（ひとつだけ） 

 A. ①ぜひ勧めたい、②勧めたい、③どちらともいえない、④勧めないと思う 

 

Q43. 今回の旅行で、宮古諸島以外の沖縄県内を訪れましたか。 

※宮古諸島：宮古島・来間島・池間島・大神島・伊良部島・下地島・多良間島・水納島 

 A. ①訪れた、②訪れなかった 
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Q44. 今回の沖縄旅行中に宮古諸島以外で訪れた地域全てにチェックを入れてください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除きます。 

※回答条件：Q1 で「沖縄県内（那覇・石垣・多良間）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①やんばる（最北部）、②本部半島、③北部西海岸、④北部東海岸、⑤中部西海岸、⑥中部東海岸、⑦那

覇市、⑧南部、⑨久米島、⑩久米島以外の沖縄本島の周辺離島、⑪石垣島及び周辺離島、⑫その他

（        ）、⑬いずれも当てはまらない 

 

Q45. 今回の旅行で、宮古諸島以外の沖縄県内に何泊しましたか。あるいは何泊する予定ですか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県内（那覇・石垣・多良間）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧宿泊なし 

 

Q46. 今回の沖縄旅行中に宮古諸島以外で訪れた地域全てにチェックを入れてください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除きます。 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①やんばる（最北部）、②本部半島、③北部西海岸、④北部東海岸、⑤中部西海岸、⑥中部東海岸、⑦那

覇市、⑧南部、⑨久米島、⑩久米島以外の沖縄本島の周辺離島、⑪石垣島及び周辺離島、⑫その他

（        ）、⑬いずれも当てはまらない 

 

Q47. 「やんばる（最北部）」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「やんばる（最北部）」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q48. 「やんばる（最北部）」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「やんばる（最北部）」を選択し、かつ Q47 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q49. 「本部半島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「本部半島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q50. 「本部半島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「本部半島」を選択し、かつ Q49 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q51. 「北部西海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「北部西海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q52. 「北部西海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「北部西海岸」を選択し、かつ Q51 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q53. 「北部東海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「北部東海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 
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Q54. 「北部東海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「北部東海岸」を選択し、かつ Q53 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q55. 「中部西海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「中部西海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q56. 「中部西海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「中部西海岸」を選択し、かつ Q55 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q57 「中部東海岸」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「中部東海岸」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q58. 「中部東海岸」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「中部東海岸」を選択し、かつ Q57 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q59. 「那覇市」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「那覇市」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q60. 「那覇市」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「那覇市」を選択し、かつ Q59 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q61. 「南部」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「南部」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q62. 「南部」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「南部」を選択し、かつ Q61 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q63. 「久米島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「久米島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 
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Q64. 「久米島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「久米島」を選択し、かつ Q63 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q65. 「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q66. 「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「久米島以外の沖縄本島の周辺離島」を選択し、かつ Q65 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q67. 「石垣島及び周辺離島」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「石垣島及び周辺離島」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q68. 「石垣島及び周辺離島」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「石垣島及び周辺離島」を選択し、かつ Q67 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q69 「その他」での泊数をお答えください。 

※回答条件：Q46 で「その他」を選択した場合 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q70. 「その他」で利用した宿泊施設の種類を選んでください。（いくつでも） 

※回答条件：Q46 で「その他」を選択し、かつ Q69 で「日帰り」を選択しなかった場合 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q71. 今回の旅行中に、宮古諸島以外の沖縄県内で使った交通機関をお答えください。（いくつでも） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・神戸）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①路線バス、②観光バス、③貸切タクシー（観光タクシー）、④一般タクシー、⑤モノレール、⑥レンタ

カー、⑦自家用車・法人車（社用車・公用車等）、⑧航空機（県内）、⑨船（県内）、⑩自転車、⑪その他

（        ）、⑫いずれも当てはまらない 

 

Q72. 今回の旅行中に､宮古諸島以外の沖縄県内で行った活動はどのようなものでしたか。（いくつでも） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ）㉗いずれも当ては

まらない 
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Q73. 出張・業務旅行の内容を教えてください。（いくつでも） 

※回答条件：Q72 で「会議・研修」もしくは「仕事」を選択した場合 

 A. ①研修・セミナー、②学会・国際会議・式典・大会等、③展示会・見本市 / イベント、④インセンティ

ブ旅行（報奨・招待旅行）、⑤会議・打合せ、⑥その他（        ）、⑦いずれも当てはまらない 

 

Q74. 今回、沖縄県を来訪した一番の目的は何ですか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ） 

 

Q75. 今回の旅行で宮古諸島以外の沖縄県内でお支払いになった 1 人あたりの金額を、それぞれの費目ごとにご入

力ください。（団体旅行・パッケージ旅行の参加費に含まれているものを除く） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・いずれの項目も費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

※県内交通費は、ツアー参加費に含まれないガソリン代なども含めてお答えください。 

※宮古諸島以外での県内移動に利用された交通費は、すべてご入力ください。 

※娯楽・入場費は、ダイビング・マリンスポーツ代、ゴルフ代、現地ツアー参加費なども含みます。 

 A. ①宿泊費（      ）円、②県内交通費（      ）円、③土産・買物費（      ）円、

④飲食費（      ）円、⑤娯楽・入場費（      ）円、⑥その他（      ）円 

⑦「その他」で入力した金額の使いみち（                           ） 

 

Q76. あなたは今後 5 年間に何回くらい観光目的で沖縄旅行をすると思いますか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択し、かつ Q43 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①1 回、②2 回、③3～5 回、④6 回以上、⑤5 年後以降なら行くかもしれない、⑥5 年後以降も行かない

と思う 

 

Q77. あなたは沖縄旅行を人にも勧めたいと思いますか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県外（東京・名古屋・大阪・福岡）」を選択した場合 

 A. ①ぜひ勧めたい、②勧めたい、③どちらともいえない、④勧めないと思う 

 

Q78. 今回の旅行で、沖縄は観光客向けの情報提供や感染症の検疫・防疫などの危機管理体制が整っており、安全

で安心して旅行できる地域だと思いましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①そう思う、②どちらかといえばそう思う、③どちらかといえばそう思わない、④そう思わない、 

⑤わからない 

 

Q79. 沖縄県では、現在、自然や生き物・地球環境の保全、文化遺産の保全と異文化理解、観光客と住民の双方の

安心・満足、地域経済への貢献等をバランスよく実現する「持続可能な観光」を推進しています。今回の旅

行において宿泊施設や交通機関、観光スポット等で、「持続可能な観光」を推進するための取組が行われて

いると感じられる場面はありましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①よくあった、②たまにあった、③あまりなかった、④まったくなかった 

 

Q80 今回の旅行は、避寒や花粉症等の症状緩和を目的としたものでしたか。（ひとつだけ） 

 A. ①そうである、②そうではない 

 

Q81. もしよろしければ、世帯全体での年間収入（年金等含む）をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①300 万円未満、②300～400 万円未満、③400～500 万円未満、④500～600 万円未満、⑤600～800 万

円未満、⑥800～1,000 万円未満、⑦1,000～1,500 万円未満、⑧1,500～2,000 万円未満、⑨2,000 万円以

上、⑩その他（      ） 
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Q82. あなたは、現在までに新型コロナウイルス感染予防のためにワクチンを接種しましたか。 

 A. ①1 回接種した、②2 回接種した、③接種はしていない 

 

Q83. 今回、沖縄県に入域するにあたって、事前に PCR 検査または抗原検査による陰性判定を受けましたか。な

お、検査日と判定が出た日が異なる場合は、判定が出た日を基準に回答ください。 

 A. ①県内空港で受けた、②出発地空港で受けた、③出発の 3 日以内に受けた、④出発の 4 日以上前に受け

た、⑤受けていない 

 

Q84. プレゼントに参加される方は、下記にプレゼントの発送先の情報をご入力ください。 

※（公財）日本交通公社はアンケートにご協力頂く方の個人情報を、当選者への商品発送のためにのみ使用し、他の目的で

使用することはありません。個人情報の取扱いについての詳細は HP(http://www.jtb.or.jp/)をご覧下さい。上記事項を

踏まえ、同意いただける方はご入力ください。 

 

 A. ・郵便番号 （       ） 

・ご住所 （                              ） 

・お名前 （           ） 

・お電話番号 （           ） 
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５－５． 航空乗客アンケート設問一覧（久米島空港） 

 

Q1. お住まいの居住地（都道府県）を お答えください。 

※今回のアンケートは、久米島町にお住いの方は対象外となります。 

 A. （        ）都道府県 

 

Q2. お住まいの居住地（市町村）を お答えください。 

※回答条件：Q1 で「沖縄県」を選択した場合 

 A. （        ）市町村 

 

Q3. あなたの性別をお答えください。（ひとつだけ） 

※統計上必要なため性別をお伺いしていますが、お答えになりたくない場合は「回答しない」を選択してください。 

 A. ①男性、②女性、③回答しない 

 

Q4. あなたの年齢をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①10 代、②20 代、③30 代、④40 代、⑤50 代、⑥60 代、⑦70 代、⑧80 代以上 

 

Q5. ご職業をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①会社役員、②会社員、③公務員、④自営業、⑤自由業、⑥派遣社員、 

⑦パート・アルバイト、⑧専業主婦、⑨学生、⑩無職、⑪その他（        ） 

 

Q6. 沖縄県への旅行は今回の旅行で何回目ですか。（ひとつだけ） 

※回答条件：Q1 で「沖縄県」を選択しなかった場合 

 A. ①初めて、②2 回目、③3 回目、④4 回目、⑤5～9 回目、⑥10～19 回目、⑦20 回目以上 

 

Q7. 前回沖縄旅行をされたのはいつでしたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 年以内、②3 年以内、③5 年以内、④10 年以内、⑤10 年より前、⑥今回が初めて 

 

Q8. 久米島への旅行は今回の旅行で何回目ですか。（ひとつだけ） 

 A. ①初めて、②2 回目、③3 回目、④4 回目、⑤5～9 回目、⑥10～19 回目、⑦20 回目以上 

 

Q9. 前回久米島へ旅行をされたのはいつでしたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 年以内、②3 年以内、③5 年以内、④10 年以内、⑤10 年より前、⑥今回が初めて 

 

Q10. 今回、旅行先として久米島を選んだ際に決め手となった情報源はどのようなものでしたか。 （いくつでも） 

 A. ①以前訪問した際の自身の経験、②家族や友人・知人等の紹介、③TV や映画、④旅行会社の店員の勧め、

⑤旅行会社のパンフレット、⑥旅行会社のウェブサイト、⑦旅行雑誌、⑧旅行雑誌以外の情報誌、⑨ガイ

ドブック、⑩自治体や観光協会のウェブサイト・SNS、⑪個人ブログ・インターネット掲示板・SNS、⑫自分

の意志外（団体旅行・ビジネス・帰省等 ）、⑬特にない、⑭その他（        ）、⑮いずれも当

てはまらない 

 

Q11. 今回の旅行は、どなたといらっしゃいましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 人で、②夫婦で、③子ども連れ家族で、④三世代家族で、⑤その他家族で（両親兄弟等）、⑥友人・

知人と、⑦恋人と、⑧仕事仲間と、⑨地域の団体・趣味のサークル、 

⑩その他（        ） 

 

Q12. 今回の旅行に同行された方（回答者自身含む）の中に、65 歳以上の方はいらっしゃいましたか。（ひとつだ

け） 

 A. ①いる、②いない 

 

Q13. 今回の旅行に同行された方（回答者自身含む）の中に、移動に制約のある方*はいらっしゃいましたか。 

※移動に制約のある方とは、障害のある方で、心身の状態から移動に制約や不安を抱えている方を指します。 

 A. ①いる、②いない 
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Q14. 今回の旅行では久米島内に何泊しましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧日帰り 

 

Q15. 今回の久米島旅行中で利用された宿泊施設をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①リゾートホテル、②シティホテル、③ビジネスホテル、④民宿、⑤ペンション、⑥ドミトリー（簡易宿

泊施設・ユースホステル等）、⑦ウィークリーマンション、⑧実家・親戚知人宅、⑨保養所・研修所、⑩

別荘・リゾートマンション（自己所有）、⑪タイムシェア（リゾートマンション等を所有する際に、一定

期間の所有権を購入するシステム）、⑫貸別荘・コンドミニアム、⑬会員制宿泊施設、⑭民泊、⑮その他

（        ） 

 

Q16. 今回の久米島旅行中に行った活動はどのようなものでしたか。（いくつでも） 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ） 

 

Q17. 出張・業務旅行の内容を教えてください。（いくつでも） 

※回答条件：Q16 で「会議・研修」、もしくは「仕事」を選択した場合 

 A. ①研修・セミナー、②学会・国際会議・式典・大会等、③展示会・見本市 / イベント、④インセンティ

ブ旅行（報奨・招待旅行）、⑤会議・打合せ、⑥その他（        ）、⑦いずれも当てはまらない 

 

Q18. 今回、久米島を来訪した一番の目的は何ですか。（ひとつだけ） 

 A. ①観光地めぐり、②保養・休養、③海水浴・ﾏﾘﾝﾚｼﾞｬｰ(ｼｭﾉｰｹﾙ含む）、④ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ、⑤ゴルフ、⑥釣

り、⑦スパ・エステ、⑧スポーツ大会等、⑨ｴｺﾂｱｰ(生物観察､ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ､ｶﾇｰ･ｶﾔｯｸ等)、⑩伝統工芸・芸能体

験、⑪ショッピング、⑫戦跡地参拝、⑬沖縄料理を楽しむ、⑭イベント、⑮伝統行事、⑯コンサート、⑰

新婚旅行、⑱ウェディング、⑲帰省・親戚等の訪問、⑳友人・知人の訪問、㉑会議・研修、㉒仕事、㉓ワ

ーケーション、㉔プロスポーツキャンプ見学、㉕空手、㉖その他（        ） 

 

Q19. 今回の旅行中に久米島内の移動で使った交通機関をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①路線バス、②観光バス、③貸切タクシー（観光タクシー）、④一般タクシー、⑤モノレール、⑥レンタ

カー、⑦自家用車・法人車（社用車・公用車等）、⑧航空機（県内）、⑨船（県内）、⑩自転車、⑪その他

（        ）、⑫いずれも当てはまらない 

 

Q20. 今回の久米島旅行中に購入されたお土産等をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①菓子類、②果物類、③沖縄食材（ウコン製品、健康食品、塩等）、④酒類（ビール、泡盛等）、⑤工芸品

（琉球ガラス、織物等）、⑥雑貨・衣類（アクセサリー、キャラクターグッズ、T シャツ等）、⑦ブランド

品（香水、バッグ、時計等）、⑧その他（        ）、⑨いずれも当てはまらない 

 

Q21. 今回の久米島内で訪れた観光地・観光施設をお答えください。（いくつでも） 

 A. ①具志川城跡・ミーフガー、②立神、③宇江城城跡、④熱帯魚の家、⑤比屋定バンタ、⑥久米島紬の里ユ

イマール館、⑦登武那覇公園、⑧ハテの浜、⑨畳石、⑩バーデハウス久米島、⑪久米島ウミガメ公園、⑫

イーフビーチ、⑬トクジム（鳥の口）、⑭アーラ浜、⑮久米島ホタル館、⑯あじまー館、⑰上江洲家、⑱

シンリ浜、⑲五枝の松、⑳その他（        ）、㉑いずれも当てはまらない 

 

Q22. 今回、お住いの地域から久米島へは、どのような形態で旅行されましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①団体旅行（地域や職場、学校などの団体）、②観光つきのパッケージ旅行、③フリープラン型のパッケ

ージ旅行、④個人旅行（交通・宿泊等を自分で手配） 
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Q23. 久米島への旅行に関して、1 人あたりの参加費等をご入力ください。 

※回答条件：Q22 で「団体旅行」もしくは「観光つきのパッケージ旅行」、「フリープラン型のパッケージ旅行」のいずれ

かを選択した場合 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

・ツアーの日数が 3 日の場合は、「3」を入力。 

 A. ①1 人あたりツアー参加費（      ）円 

②ツアーには何日分の観光が含まれていましたか？（   ）日分 

③ツアーには昼食が何食分含まれていましたか？（   ）食分 

④ツアーには夕食が何食分含まれていましたか？（   ）食分 

 

Q24. 1 人あたりの往復交通費（出発地～久米島間）をご入力ください。 

※回答条件：Q22 で「個人旅行」を選択した場合 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

 A. ①1 人あたり往復交通費（      ）円 

 

Q25. マイレージポイントを旅費として、ご利用になりましたか。 

※回答条件：Q22 で「個人旅行」を選択した場合 

 A. ①マイルを使った、②マイルを使わなかった 

 

Q26. 久米島内でお支払いになった 1 人あたりの金額を、それぞれの費目ごとにご入力ください。（団体旅行・パ

ッケージ旅行の参加費に含まれているものを除く） 

【入力例】 

・費用が 1 万円の場合は、「10000」を入力。 

・いずれの項目も費用がかかっていない場合は、「0」を入力。 

※県内交通費は、ツアー参加費に含まれないガソリン代なども含めてお答えください。 

※娯楽・入場費は、ダイビング・マリンスポーツ代、ゴルフ代、現地ツアー参加費なども含みます。 

 A. ①宿泊費（      ）円、②県内交通費（      ）円、③土産・買物費（      ）円、

④飲食費（      ）円、⑤娯楽・入場費（      ）円、⑥その他（      ）円 

⑦「その他」で入力した金額の使いみち（                           ） 

 

Q27. 下記の項目について、今回の久米島旅行の満足度をお答えください。 

 A. ・旅行全体 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・宿泊施設 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・食事 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・土産品 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・海の美しさ ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

・景観 ①大変満足、②やや満足、③やや不満、④大変不満、⑤該当しない / 利用していない 

 

Q28. あなたは今後 5 年間に何回くらい観光目的で久米島旅行をすると思いますか。（ひとつだけ） 

 A. ①1 回、②2 回、③3～5 回、④6 回以上、⑤5 年後以降なら行くかもしれない、⑥5 年後以降も行かない

と思う 

 

Q29. あなたは久米島旅行を人にも勧めたいと思いますか。（ひとつだけ） 

 A. ①ぜひ勧めたい、②勧めたい、③どちらともいえない、④勧めないと思う 

 

Q30. 今回の旅行で、久米島以外の沖縄県内を訪れましたか。 

 A. ①訪れた、②訪れなかった 
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Q31. 今回の沖縄旅行中に、久米島以外の沖縄県内で訪れた地域全てにチェックを入れてください。（いくつでも） 

※通過しただけの地域は除きます。 

※回答条件：Q30 で「訪れた」を選択した場合 

 A. ①やんばる（最北部）、②本部半島、③北部西海岸、④北部東海岸、⑤中部西海岸、⑥中部東海岸、⑦那

覇市、⑧南部、⑨久米島以外の沖縄本島の周辺離島、⑩宮古島及び周辺離島、⑪石垣島及び周辺離島、⑫

その他（        ）、⑬いずれも当てはまらない 

 

Q32. 今回の旅行で、久米島以外の沖縄県内に何泊しましたか。あるいは何泊する予定ですか。（いくつでも） 

 A. ①1 泊、②2 泊、③3 泊、④4 泊、⑤5 泊、⑥6 泊、⑦7 泊以上（   泊）、⑧宿泊なし 

 

Q33. 今回の旅行で、沖縄は観光客向けの情報提供や感染症の検疫・防疫などの危機管理体制が整っており、安全

で安心して旅行できる地域だと思いましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①そう思う、②どちらかといえばそう思う、③どちらかといえばそう思わない、④そう思わない、 

⑤わからない 

 

Q34. 沖縄県では、現在、自然や生き物・地球環境の保全、文化遺産の保全と異文化理解、観光客と住民の双方の

安心・満足、地域経済への貢献等をバランスよく実現する「持続可能な観光」を推進しています。今回の旅

行において宿泊施設や交通機関、観光スポット等で、「持続可能な観光」を推進するための取組が行われて

いると感じられる場面はありましたか。（ひとつだけ） 

 A. ①よくあった、②たまにあった、③あまりなかった、④まったくなかった 

 

Q35. 今回の旅行は、避寒や花粉症等の症状緩和を目的としたものでしたか。（ひとつだけ） 

 A. ①そうである、②そうではない 

 

Q36. もしよろしければ、世帯全体での年間収入（年金等含む）をお答えください。（ひとつだけ） 

 A. ①300 万円未満、②300～400 万円未満、③400～500 万円未満、④500～600 万円未満、⑤600～800 万

円未満、⑥800～1,000 万円未満、⑦1,000～1,500 万円未満、⑧1,500～2,000 万円未満、⑨2,000 万円以

上、 

⑩その他（      ） 

 

Q37. あなたは、現在までに新型コロナウイルス感染予防のためにワクチンを接種しましたか。 

 A. ①1 回接種した、②2 回接種した、③接種はしていない 

 

Q38. 今回、沖縄県に入域するにあたって、事前に PCR 検査または抗原検査による陰性判定を受けましたか。な

お、検査日と判定が出た日が異なる場合は、判定が出た日を基準に回答ください。 

 A. ①県内空港で受けた、②出発地空港で受けた、③出発の 3 日以内に受けた、④出発の 4 日以上前に受け

た、⑤受けていない 

 

Q39. プレゼントに参加される方は、下記にプレゼントの発送先の情報をご入力ください。 

※（公財）日本交通公社はアンケートにご協力頂く方の個人情報を、当選者への商品発送のためにのみ使用し、他の目的で

使用することはありません。個人情報の取扱いについての詳細は HP(http://www.jtb.or.jp/)をご覧下さい。上記事項を

踏まえ、同意いただける方はご入力ください。 

 

 A. ・郵便番号 （       ） 

・ご住所 （                              ） 

・お名前 （           ） 

・お電話番号 （           ） 
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５－６． 推計値の精度について 

 

（１） 沖縄圏域における推計値の精度について 

①属性・旅行内容構成比の精度 

 

 

②圏内外単価の精度 

 

令和3年度 　　　 サンプル数＝  4,438 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 0.8 ～ 1.2 0.7 ～ 1.3 0.6 ～ 1.4
5 4.5 ～ 5.5 4.4 ～ 5.6 4.2 ～ 5.8

10 9.3 ～ 10.7 9.1 ～ 10.9 8.8 ～ 11.2
20 19.0 ～ 21.0 18.8 ～ 21.2 18.5 ～ 21.5
30 28.9 ～ 31.1 28.7 ～ 31.3 28.2 ～ 31.8
50 48.8 ～ 51.2 48.5 ～ 51.5 48.1 ～ 51.9

令和3年度・第1回調査 　　　 サンプル数＝  0 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 - - -
5 - - -

10 - - -
20 - - -
30 - - -
50 - - -

令和3年度・第2回調査 　　　 サンプル数＝  0 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 - - -
5 - - -

10 - - -
20 - - -
30 - - -
50 - - -

令和3年度・第3回調査 　　　 サンプル数＝  2,661 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 0.7 ～ 1.3 0.6 ～ 1.4 0.5 ～ 1.5
5 4.3 ～ 5.7 4.2 ～ 5.8 3.9 ～ 6.1

10 9.0 ～ 11.0 8.9 ～ 11.1 8.5 ～ 11.5
20 18.7 ～ 21.3 18.5 ～ 21.5 18.0 ～ 22.0
30 28.5 ～ 31.5 28.3 ～ 31.7 27.7 ～ 32.3
50 48.4 ～ 51.6 48.1 ～ 51.9 47.5 ～ 52.5

令和3年度・第4回調査 　　　 サンプル数＝  1,777 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 0.6 ～ 1.4 0.5 ～ 1.5 0.4 ～ 1.6
5 4.1 ～ 5.9 4.0 ～ 6.0 3.7 ～ 6.3

10 8.8 ～ 11.2 8.6 ～ 11.4 8.2 ～ 11.8
20 18.4 ～ 21.6 18.1 ～ 21.9 17.6 ～ 22.4
30 28.2 ～ 31.8 27.9 ～ 32.1 27.2 ～ 32.8
50 48.0 ～ 52.0 47.7 ～ 52.3 46.9 ～ 53.1

令和3年度・第1回調査 令和3年度・第2回調査 令和3年度・第3回調査 令和3年度・第4回調査 令和3年度

標本数 0 0 2,661 1,777 4,438
標準偏差 0 0 137,363 94,088 121,947
平均値（円） 0 0 135,427 128,417 132,623
平均値の誤差 5,219 4,375 3,588
平均値に対する誤差率 3.85% 3.41% 2.71%
標準誤差率 1.97 1.74 1.38
注・調査月の標本精度は単純に各空港の標本を組み合わせた数値である。
　　年度の標本精度は単純に四半期の標本を組み合わせた場合の数値である。
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（２） 八重山圏域における推計値の精度について 

 

①属性・旅行内容構成比の精度 

 

 

②圏内外単価の精度 

 

令和3年度 　　　 サンプル数＝  2,590 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 0.7 ～ 1.3 0.6 ～ 1.4 0.5 ～ 1.5
5 4.3 ～ 5.7 4.2 ～ 5.8 3.9 ～ 6.1

10 9.0 ～ 11.0 8.8 ～ 11.2 8.5 ～ 11.5
20 18.7 ～ 21.3 18.5 ～ 21.5 18.0 ～ 22.0
30 28.5 ～ 31.5 28.2 ～ 31.8 27.7 ～ 32.3
50 48.4 ～ 51.6 48.1 ～ 51.9 47.5 ～ 52.5

令和3年度・第1回調査 　　　 サンプル数＝  0 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 - - -
5 - - -

10 - - -
20 - - -
30 - - -
50 - - -

令和3年度・第2回調査 サンプル数＝  0 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 - - -
5 - - -

10 - - -
20 - - -
30 - - -
50 - - -

令和3年度・第3回調査 　　　 サンプル数＝  1,468 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 0.6 ～ 1.4 0.5 ～ 1.5 0.3 ～ 1.7
5 4.1 ～ 5.9 3.9 ～ 6.1 3.5 ～ 6.5

10 8.7 ～ 11.3 8.5 ～ 11.5 8.0 ～ 12.0
20 18.3 ～ 21.7 18.0 ～ 22.0 17.3 ～ 22.7
30 28.0 ～ 32.0 27.7 ～ 32.3 26.9 ～ 33.1
50 47.9 ～ 52.1 47.4 ～ 52.6 46.6 ～ 53.4

令和3年度・第4回調査 　　　 サンプル数＝  1,122 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 0.5 ～ 1.5 0.4 ～ 1.6 0.2 ～ 1.8
5 3.9 ～ 6.1 3.7 ～ 6.3 3.3 ～ 6.7

10 8.5 ～ 11.5 8.2 ～ 11.8 7.7 ～ 12.3
20 18.0 ～ 22.0 17.7 ～ 22.3 16.9 ～ 23.1
30 27.7 ～ 32.3 27.3 ～ 32.7 26.5 ～ 33.5
50 47.5 ～ 52.5 47.1 ～ 52.9 46.2 ～ 53.8

令和3年度・第1回調査 令和3年度・第2回調査 令和3年度・第3回調査 令和3年度・第4回調査 令和3年度
標本数 0 0 1,468 1,122 2,590
標準偏差 0 0 99,699 78,715 91,289
平均値（円） 0 0 130,279 121,567 126,505
平均値の誤差 5,100 4,606 3,516
平均値に対する誤差率 3.91% 3.79% 2.78%
標準誤差率 2.00 1.93 1.42
注・年度の標本精度は単純に四半期の標本を組み合わせた場合の数値である。
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（３） 宮古圏域における推計値の精度について 

 

①属性・旅行内容構成比の精度 

 

 

②圏内外単価の精度 

 

令和3年度 　　　 サンプル数＝  1,673 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 0.6 ～ 1.4 0.5 ～ 1.5 0.4 ～ 1.6
5 4.1 ～ 5.9 4.0 ～ 6.0 3.6 ～ 6.4

10 8.8 ～ 11.2 8.6 ～ 11.4 8.1 ～ 11.9
20 18.4 ～ 21.6 18.1 ～ 21.9 17.5 ～ 22.5
30 28.2 ～ 31.8 27.8 ～ 32.2 27.1 ～ 32.9
50 48.0 ～ 52.0 47.6 ～ 52.4 46.9 ～ 53.1

令和3年度・第1回調査 　　　 サンプル数＝  0 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 - - -
5 - - -

10 - - -
20 - - -
30 - - -
50 - - -

令和3年度・第2回調査 サンプル数＝  0 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 - - -
5 - - -

10 - - -
20 - - -
30 - - -
50 - - -

令和3年度・第3回調査 　　　 サンプル数＝  1,111 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 0.5 ～ 1.5 0.4 ～ 1.6 0.2 ～ 1.8
5 3.9 ～ 6.1 3.7 ～ 6.3 3.3 ～ 6.7

10 8.5 ～ 11.5 8.2 ～ 11.8 7.7 ～ 12.3
20 18.0 ～ 22.0 17.6 ～ 22.4 16.9 ～ 23.1
30 27.7 ～ 32.3 27.3 ～ 32.7 26.5 ～ 33.5
50 47.5 ～ 52.5 47.1 ～ 52.9 46.1 ～ 53.9

令和3年度・第4回調査 サンプル数＝  562 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 0.3 ～ 1.7 0.2 ～ 1.8 0.0 ～ 2.1
5 3.5 ～ 6.5 3.2 ～ 6.8 2.6 ～ 7.4

10 7.9 ～ 12.1 7.5 ～ 12.5 6.7 ～ 13.3
20 17.2 ～ 22.8 16.7 ～ 23.3 15.6 ～ 24.4
30 26.8 ～ 33.2 26.2 ～ 33.8 25.0 ～ 35.0
50 46.5 ～ 53.5 45.9 ～ 54.1 44.6 ～ 55.4

令和3年度・第1回調査 令和3年度・第2回調査 令和3年度・第3回調査 令和3年度・第4回調査 令和3年度
標本数 0 0 1,111 562 1,673
標準偏差 0 0 99,699 78,715 91,289
平均値（円） 0 0 130,279 121,567 126,505
平均値の誤差 5,863 6,508 4,374
平均値に対する誤差率 4.50% 5.35% 3.46%
標準誤差率 2.30 2.73 1.76
注・年度の標本精度は単純に四半期の標本を組み合わせた場合の数値である。



141 

 

（４） 久米島における推計値の精度について 

 

①属性・旅行内容構成比の精度  

 

 

②圏内外単価の精度 

 

 

令和3年度 　　　 サンプル数＝  196 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 0.0 ～ 2.2 0.0 ～ 2.4 0.0 ～ 2.8
5 2.4 ～ 7.6 1.9 ～ 8.1 1.0 ～ 9.0

10 6.5 ～ 13.5 5.8 ～ 14.2 4.5 ～ 15.5
20 15.3 ～ 24.7 14.4 ～ 25.6 12.6 ～ 27.4
30 24.6 ～ 35.4 23.6 ～ 36.4 21.5 ～ 38.5
50 44.1 ～ 55.9 43.0 ～ 57.0 40.8 ～ 59.2

令和3年度・第1回調査 サンプル数＝  0 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 - - -
5 - - -

10 - - -
20 - - -
30 - - -
50 - - -

令和3年度・第2回調査 サンプル数＝  0 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 - - -
5 - - -

10 - - -
20 - - -
30 - - -
50 - - -

令和3年度・第3回調査 サンプル数＝  105 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 0.0 ～ 2.6 0.0 ～ 2.9 0.0 ～ 3.5
5 1.5 ～ 8.5 0.8 ～ 9.2 0.0 ～ 10.5

10 5.2 ～ 14.8 4.2 ～ 15.8 2.4 ～ 17.6
20 13.5 ～ 26.5 12.3 ～ 27.7 9.9 ～ 30.1
30 22.6 ～ 37.4 21.2 ～ 38.8 18.4 ～ 41.6
50 41.9 ～ 58.1 40.4 ～ 59.6 37.4 ～ 62.6

令和3年度・第4回調査 サンプル数＝  91 単位：％
回答率  90％信頼区間  95％信頼区間  99％信頼区間  90％信頼区間

1 0.0 ～ 2.7 0.0 ～ 3.1 0.0 ～ 3.7
5 1.2 ～ 8.8 0.5 ～ 9.5 0.0 ～ 10.9

10 4.8 ～ 15.2 3.8 ～ 16.2 1.9 ～ 18.1
20 13.1 ～ 26.9 11.7 ～ 28.3 9.1 ～ 30.9
30 22.1 ～ 37.9 20.5 ～ 39.5 17.6 ～ 42.4
50 41.3 ～ 58.7 39.7 ～ 60.3 36.4 ～ 63.6

令和3年度・第1回調査 令和3年度・第2回調査 令和3年度・第3回調査 令和3年度・第4回調査 令和3年度
標本数 0 0 105 91 196
標準偏差 0 0 48,923 66,341 57,505
平均値（円） 0 0 82,544 86,881 84,546
平均値の誤差 9,358 13,631 8,051
平均値に対する誤差率 11.34% 15.69% 9.52%
標準誤差率 5.78 8.00 4.86
注・年度の標本精度は単純に四半期の標本を組み合わせた場合の数値である。
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