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第１章 事業概要 

1. 事業の目的 

本事業は、沖縄県と(一財)沖縄観光コンベンションビューローが沖縄 21 世紀ビジョンで目標としている

世界水準の観光リゾート地の実現に向けて沖縄の受け入れ体制を強化するため、国内外の観光客が満足す

る高いサービスを提供できる人材の育成・確保することを目的としている。 

2. 沖縄観光産業の現状 

■平成 28年 沖縄県入域観光客統計概況 沖縄県文化観光スポーツ部観光政策課 （平成 29 年 1月） 

 

 

平成 28 年（暦年）の入域観光客数は 861 万 3,100 人で、前年比で 85 万 100 人、率にして 11.0％ 

の増加となり、４年連続で国内客・外国客ともに過去最高を更新した。外国客においては初の 200万人台

を記録した。 

昨年に続き、月別では、全ての月において前年同月を上回るとともに、各月の過去最高記録を更新し

た。 

前年と比べて増加した要因は「国内航空路線の拡充による国内客の増加」や「海外航空路線の拡充・

クルーズ船の寄港回数増による外国客の増加」と考えられ、特に外国人観光客の増加が大きく寄与して

いる。 

今後、沖縄の観光が持続的に成長していくためには、観光消費の拡大と外国人観光客の更なる市場拡大

が必須であるが、国内外から多くの観光客を迎えるためには、観光関連産業従事者のホスピタリティマイ

ンドの底上げと外国語の対応能力の向上を行うと同時に、個別事業者を越えた業界レベルでの人材育成の

取り組みが必要になると考えられる。観光客が望む質の高いサービスを提供できる人材を育成・確保する

             
（単位：千人） 

 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 計 

平成 24年 405.0  434.8  533.1  471.1  434.3  426.4  550.4  607.2  507.3  519.7  483.1  463.4  5,835.8 

平成 25年 429.7  463.2  568.9  516.3  477.6  489.1  583.9  705.5  607.4  543.0  513.6  515.5  6,413.7 

平成 26年 495.1  503.1  630.2  565.6  561.4  557.3  653.9  733.3  658.7  586.0  564.5  549.2  7,058.3 

平成 27年 530.1  550.9  659.0  635.4  611.4  610.0  714.0  797.5  724.7  696.8  619.6  613.6  7,763.0 

平成 28年 581.6  622.5  709.2  681.5  697.1  714.4  805.8  926.9  793.0  767.9  650.2  663.0  8,613.1 
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ことで、一人当たりの生産性が高まり、その結果、企業収益が向上し、従業員の労働条件（賃金等）の改

善にも結びつくため、県経済全体にとってもプラスとなる。 

したがって、企業における人材育成能力の強化は、従業員の所得の向上、県内企業の経営基盤の強化、

さらに沖縄県の産業基盤の強化にとっても重要である。  

ただ、県内においては中小零細企業が多いことから、人材育成への取り組みを実現するためには、行政

の支援やサポート体制の整備が不可欠であり、資金面での行政支援を行うとともに、効果的な研修の組み

立て方についても、アドバイスやサポートできる機関が必要である。 

 

 

 

3. 沖縄観光産業の課題 

観光産業は沖縄県におけるリーディング産業であるにもかかわらず、県民への観光産業への理解・魅力

が充分に周知されていないため、ステータスの低さなどによる労働者不足や離職率の高い現状が続いてい

る。その改善策として経営者における人材育成・活用の重要性に対する意識改革が必要であり、従業員に

おいては、観光を支えているという誇りとさらなる高度なサービス・経営を学ぶ意欲を持つことが必要で

ある。 

また、本県の観光業は、中小零細企業が多いことから、自社研修を実施することが難しい状況にあるこ

とを考慮し、沖縄観光の重要なソフトインフラの整備の意味合いにおいても、公的支援によるセミナーや

研修の実施は大変重要である。 

さらに、沖縄 21世紀ビジョン基本計画の「世界水準の観光リゾート地の形成」を実現する為には、外国

語の対応能力とともに、外国人観光客の受入体制整備など、多様なニーズに対応できる仕組み作りが求め

られているが、沖縄県が実施している「外国人観光客実態調査」によると、”外国人観光客の満足度”で

は、外国語の対応能力や案内表記についての満足度は低く(20.5％)、「平成 27年度 外国人観光客受入に関

する実態調査事業」によると、”外国人観光客を受け入れる際の課題”として、外国語対応ができないこ

とが 67.4％を占めており、まだまだ外国人観光客の受入体制が整っていないことがうかがえる。 
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■外国人観光客受入に関する実態調査報告書 （平成 28年 3月）  

Q、外国人観光客を受け入れる場合に貴事業所で課題となると思うこと全て選択してください。（複

数回答） 

 

4. 事業スキーム 

     

平成 28年度の観光人材育成プラットフォーム構築事業は、Ⅰ派遣講師活用支援、Ⅱ業種別集合型研修（高

度）、Ⅲ語学人材の確保の支援の 3 つのメニューで構成した。 
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第２章 実施委員会 

1. 概要 

（1）実施委員会の目的 

実施委員会（以下、本委員会）は、観光人材育成プラットフォーム構築事業に係る事業の全体的な仕組

みや運営状況を確認するために設置され、委員長 1名、委員 5 名、計 6名の有識者等で構成した。 

本委員会は、年度内に 2回にわたって実施され、第 1回目は前年度事業全体の説明及び成果報告（3事業）

と、今年度事業のスキーム、内容説明を行った。 

また、第 2回目の委員会は今年度実施したすべての事業実績や事業課題を報告し、次年度への提言をま

とめた。 

 

2. 実施結果 

(1) 第一回実施委員会 

前年度事業全体の説明及び成果報告（3 事業）と今

年度事業のスキーム、内容説明があり、質疑応答や意

見交換が行われた。また、語学人材確保の事業で前年

度福建省の学生を実際に採用した沖縄ツーリスト株式

会社国際部の吉田知可次長に利点や課題、今年度の取

り組みについてご意見を伺った。 

 

・日時：平成 28年 5月 11日（水） 14:00～16:00 

・場所：沖縄産業支援センター2 階 203号室 

 

Ⅰ．派遣講師活用支援 

＜課題＞ 

・ 昨年度も問題になったが、法人に所属している講師の謝金について、事務手続き等の名目で差し引か

れて講師には少ない割合しか残らないということが起こらないように、何か規定は設けているか。参

考までに県の外郭団体では、法人格に属する個人への出演料について「事務手数料は出演料の 10%」

と決めているところもある。その方がいいのか、本人の同意があれば半分以下でもいいのか考える必

要があると思う。 

＜改善策＞ 

・ この事業で支払われる謝金単価を明記した「同意書」を設け、法人格で登録する講師には全員に同意

書を提出してもらうことにしている。割合を設けるかどうかについてはご意見参考にして検討したい。 

＜質問＞ 

・ より高度な研修を受講する際に、講師人数はきちんと対応できるだけ揃っているのか。 

＜回答＞ 

・ 昨年度は 128名の講師登録があり、人材育成と語学の割合は半々で、基礎的な研修もできるし中堅層

向けの高度な研修も対応可能な講師たちである。昨年度実績のある先生方には引き続き講師登録をお

願いしているので、今年度も引き続き充実した人材が揃っている。 

＜提言＞ 
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・ この事業は非常に人気があるということで、昨年度の予算執行状況が 100％ということからもわかる

が、もし申請が殺到し溢れてしまう企業がいたら、産業振興公社が行っている万国産業人材育成事業

というのが、専門家の招へい事業もやっているので、場合によってはそことの調整も検討していただ

ければと思う。 

 

Ⅱ．業種別集合型研修（高度）  

＜課題＞ 

・ 昨年度、出席率がよろしくないという問題があがったはず。それは牽引する企業の上司、経営者の理

解が必要だという答えになったはず。おそらく業務内容が拡大していく場合、必然的に課長クラスの

増員が見込めるので、今年度以降、経営者の理解は得られやすいと思うが、その辺はどのように考え

ているか。 

＜回答＞ 

・ 昨年度の受講者の声からも、上司を巻き込みたいという意見があった。今年度のプログラムの詳細は

これから組み立てていくが、最初 or最後の回に上司同伴を義務付ける、または募集段階で出席率●

割以上を条件とする等して工夫していきたい。 

 

＜提言＞ 

・ もしかしたらミドルマネジメント層の意識改革を狙うが、そこから突き上げて実はもっと上の上司や

経営者自身の育成を狙うということが望める。 

・ 以前、確か語学研修であったか、受講者が社内に持ち帰ってプレゼンテーションを行ったというケー

スを聞いた。受講者が現場を離れていた間にこういったことを学んできたということを伝えられるし、

その間現場にいた人も、こういう学びを自分たちもしたいと思える、そういった波及効果を取り入れ

ることを考えてみてはどうか。社内に持ち帰ってプレゼンなり共有することを経営者に条件づけると

いうことを考えても良いかも。 

 

Ⅲ．語学人材の確保の支援 

＜課題＞ 

・ 業種や企業規模によっては法務省入国管理局が発給する在留資格（ビザ）の取得が困難である。中国

福建省での就職相談会実施に伴い、参加する沖縄県内の企業を選定する必要はあるか。また、参加企

業の選定を OCVBでするということであれば、最終的にマッチングをして在留資格が発給されなけれ

ば OCVBの責任ということになるのではないか。 

 

＜改善＞ 

・ 前年度、マッチングをした際には、確実に雇用につなげられるよう既に外国人を雇用していることを

条件に募集した。今年度福建省での実施にあたり、同条件での選定も可能だが条件的に、規模は小さ

くなると考えている。より多くの企業に参加いただきたいと考え条件を緩和したいが業種によっては、

在留資格（ビザ）が取得できないケースもあるので、OCVBで選定したいと考えている。また、選定に

ついては行政書士に業務委託を検討したい。 

＜提言＞ 

・ 行政書士でも専門分野があるので、入国管理を専門に取り扱う行政書士を斡旋、又は通すとスムーズ

にいくというような案内もできれば良いと感じる。 
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(2) 第二回実施委員会 

 第二回委員会では、それぞれの事業の今年度実績

（派遣講師活用支援、集合型研修、語学人材確保の

支援）について説明した後、次年度に向けた提案・

意見交換を行った。 

  

・日時：平成 29年 3月 14日（火） 10:00～12:00 

・場所：沖縄産業支援センター2 階 302会議室 

 

I．派遣講師活用支援 

＜実績報告＞ 

・ 今年度は講師登録数 143 名、派遣件数は 118件 82社という結果になった。昨年度からの変更点とし

て、昨年は研修に係る費用の内、謝金及び旅費交通費の全額を支給していたが、今年度は企業の社内

研修自走化を図るため 8割助成とした。そのため飲食業や小売業の研修が減少したが、一方マリンダ

イビングのインストラクターや民泊事業者向けの食品衛生講習やアレルギー基礎対応研修が増加す

る傾向にあった。また観光協会や商工会が幹事企業となり、複数企業が集まって研修する形態が増加

した。 

・ 今年度は時間の制約や人手不足等の理由により十分な研修を受けることができない観光企業団体に

向けてオンライン研修の実証実験を行なった。 

 

＜次年度への提案＞ 

・ 申請手続きがまだまだ煩雑なので次年度引き続き簡略化を目指す。 

・ 次年度の募集開始時期を早め、企業が研修計画を立てやすいようにする。 

・ 講師選定をしやすくするために育人（はぐんちゅ）サイトの運用強化を目指す。 

・ 外国人観光客の事故が増えているので、医療機関用の研修について予算を設け、その範囲内で医療機

関（救急対応可の病院に限る）の研修費用全額助成を検討する。 

・ 人材と語学で執行予算上限を決め、厳選したプログラムの実施を促す。 

＜提言＞ 

・ オンライン研修について、アンケートに「フィリピン人講師が多かったがスタンダードな英語も学び

たかった」との意見あった。アメリカ英語でもないイギリス英語でもないオーストラリア人の活用を

選択肢のひとつとして将来考えてはいかがか。またアンケートの結果表示について、「満足」など良

い点ばかり取り上げているが、マイナス部分もきちんと統括して、何が不満なのか今後の課題のため

にも工夫してもらいたい。 

＜提言＞ 

・ 派遣講師活用支援で、飲食業などの研修が減ったとあったが、その人数をオンライン研修に誘導すれ

ば良かったのではないか。 

＜回答＞ 

・ 今回のオンライン研修は周知が行き渡らず、無料で 100 名募集したにも関わらず申し込みが 68名し

かなかった。確かにこういった人たちを誘導できれば良かったと思う。 
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Ⅱ．集合型研修事業 

＜実績報告＞ 

・ 本年度は、大きく 3つの研修を行った。まず、昨年度に業界のヒアリング調査から始めた①「観光産

業 中核人材リーダー育成セミナー」を本年度も実施した。これは業界共通の深刻な課題である「人

材不足」改善を目指して中核人材に求められることとして、「働きがいのある職場づくり」に役立て

てもらうため、ビジョンの明確な立て方、伝え方を学ぶこと、そして「部下とのコミュニケーション

ノウハウ」を学び「部下育成力」の強化を目指した。本年度は「宿泊業」「（宿泊業を除く）観光全業

種」の 2 コースを実施。19企業・団体より 28 名の方に参加頂き、出席率は 88.3%と高い数字となっ

た。昨年度から変わったこととして、まず昨年度受講した 1期生向けのフォローアップ研修を実施し

たこと、また 2 期生対象のプログラム内に特別回として、受講者以外にも幅広く周知して大意見交換

会「沖縄観光の人材育成を考える～ワールドカフェ 2016～」を実施。こちらは 100 名もの参加者が集

まった。 

・ 次に、昨年度に引き続き MICE の知識やスキルを学ぶ②「できる！MICE プレイヤー養成講座」を実施

した。本年度は 32 企業・団体より 53 名の方に参加頂いた。昨年度から変わったこととしては、プロ

グラム内で「プログラム提供事業者」「施設提供事業者」の 2 つの分科会を実施。より参加者の業種

に沿った学習が出来る仕組みとした。 

・ また、座学研修受講者を優先対象とし、MICE振興に戦略的に取り組んでいる先進事例の実地研修③

「MICE海外先進事例視察研修（韓国・済州道）」を実施した。沖縄と似た環境（島嶼地域）である済

州道にて、沖縄に足りないもの、逆にメリットと感じるものがないか可能性について発見できること

を目指して実施した。 

＜次年度への提案＞ 

・ MICE研修について、別事業にて MICE人材育成が企画される予定となったため、本事業内では次年度

の実施は行わない。 

・ 「観光産業 中核人材リーダー育成セミナー」の 2 期生対象にしたフォローアップ研修の実施、3期生

の募集・研修実施を行う。次年度は業種を超えた横のネットワーク作りに重点を置き、コースは分け

ず一本化。プログラムの中で同業種での話合いが出来るような組立とする。 

・ 経営者向けのセミナーを次年度 1～2回実施。テーマはこれより選定。 

・ 本年度実施した研修のなかであがった課題で、観光業従事者が沖縄の魅力をうまく伝えきれていない、

そもそも知識が少ない、という意見が多くあった。これを解消すべく、沖縄の「歴史」「文化」「自然」

「観光地」を網羅したフィールドワークも含めた研修を検討している。研修名は「（仮）沖縄観光コ

ンシェルジュ育成研修」としたい。案として、8割以上出席した者には講座修了証を発行する。 

＜提言＞ 

・ 集合型研修というよりは大きな枠組みでの提案となるが、今沖縄の観光は好調であると言われている

が、もう少し踏み込んで、人間性・哲学・生きがいというところに踏み込む必要がある。「人はなぜ

旅をするのか」という旅の哲学を取り入れてほしい。 

・ 着地点での人材育成をどんなに磨いても、付加価値を決めるのは出発地であり、流通である。流通の

付加価値をどうやってつけていくかということを、高度人材育成の中でやっていかないといけない。

働いている人たちの QOL を上げていくためには、勉強もするけど収入も上がってくる仕組みというも

のを構築していかないといけない。 

・ コンシェルジュというよりインストラクターを育成してはどうか。社員に教える、教えた社員に勉強

させて認証制度試験を受けさせるという風に拡散した方がいいのでは。毎年（沖縄観光コンシェルジ

ュ）育成しても人事異動でいなくなったりするとまた研修をしなくてはいけなくなる。インストラク

ターとして会社の社員に沖縄の観光、文化、歴史、自然を教えてくださいねというようにインストラ

クターを育成した方がいいと思う。それを１，２年（育成）したらいい。 
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Ⅲ．語学人材確保支援 

＜実績報告＞ 

・ 今年度は事業名を「語学人材の確保」とし、世界水準の観光リゾート地の実現に向けて、沖縄観光の

受入体制を強化するため、国内外の観光客が満足する高いサービスを提供できる「人材の確保」を目

指し、海外 3か国で就職フェアを開催（うち 1か国は協力として参画）した。11月に福建省福建師範

大学で開催した「日本語学科学生向け就職相談会」では、4 社の出展企業が参加学生へ直接企業説明

や面接を実施し、語学人材確保へ繋げることがでた。160名以上の参加者がいたことから、福建省の

学生が沖縄県内観光産業へ就職することへの憧れ、また、人材供給拠点として高いポテンシャルがあ

ることが分かった。3 月に開催した台湾での「Be.Okinawa 沖縄観光就職フェア」では、14社の企業が

参加し福建省同様 163 名の参加者がいたことから、沖縄を就職先として検討している参加者の意欲、

モチベーション、企業の積極的な人材確保の取組みに対する意識を再認識することができた。 

・ 沖縄の観光産業に従事する語学人材への憧れ、魅力促進を図り、安定的な語学人材の確保を目的とし、

「沖縄観光産業魅力発信映像」を制作した。3 月に台湾で開催した「Be.Okinawa 沖縄観光就職フェア」

で放映した。今後は、県内教育機関や海外等にて露出、配布する。 

＜次年度への提案＞ 

・ 急増する外国人観光客への受入体制強化を図ることを目的に外国人材雇用セミナーを開催する。 

・ 今年度作成した沖縄観光産業魅力発信映像を活用し海外においてプロモーションするとともに、平成

29 年度も引き続き、海外にいる優秀な高度外国人材の確保を支援し受入体制強化を図る。 

・ 沖縄県内観光関連事業者が県外にて行う求人活動により、外国人観光客への受入体制強化を目指し、

外国人観光客の満足度向上のため、語学人材（高度外国人材）の確保を図る活動に対し渡航費支援を

実施する。また、県外で開催される外国人雇用に関するセミナーへの参加及び離島から沖縄本島へ渡

航して参加する求人活動についても支援対象として検討する。 

・ 県内観光関連産業にて就職したい方を対象に就職相談会開催（沖縄観光 JOB 博）を開催する。平成 29

年度は、県内の留学生や学生、求職者をメインに開催すると同時に、OCVBの県外、海外事務所に協力

いただき、現地でもプロモーションをすることにより、沖縄県以外の求職者にも参加いただける仕組

みを作る。人が足りないのは分かるが、だからといって短絡的にやってしまうとネパール人の留学生

となんら変わらないスキームなってしまう。その辺は厳しく言っていきたい。 

＜提言＞ 

・ 福州からくる生徒たち保護者たち、先生たちの夢を沖縄の観光業界で咲かせてあげること、雇用主が

日本の地でこの子たちを一生幸せに行けるのかどうか、そういうことを追っていくのが人材確保なの

で、今人が足りないから入れちゃえっていうものであれば、今後 OCVBはタッチしない方がいい。民

間に任せた方がいい。OCVBが係るのであれば、こういう風に来た人たちを３，４カ月ごとにちゃんと

生活が出来ているのか、キャリアデザインは条件通りなのかなどの確認で人材を未来に繋げてい事が

大事ではないか。 

・ 欧米向けの人材は、ラオスあたりから連れてくるといい。英語、中国語、フランス語、日本語もでき

て、ワインのセレクション、料理の説明を各言語でやる。お客さんの７，８割がフランス人である。

その中から高度人材を一人でも連れてくる。ヨーロッパ系を案内できる人材も重要ではないかと考え

る。
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第３章 事務局の役割と実績 

1. 観光人材育成センターの役割 

(1) 研修実施のサポート 

観光人材育成センターでは、派遣講師活用支援事業を実施するにあたり、これまでの事業経験を踏ま

えたうえで、研修の申請から実施報告に至るまでのアドバイスやサポートを行った。 

  

本事業における研修のサポートは、時期により以下の 4 つに分けられる。 

①応募申請前サポート 

②応募申請～研修実施サポート 

③精算処理のサポート 

2. 応募申請～研修実施サポート 

(1) 事業説明会の開催 

事業開始とともに、沖縄本島南部・中北部にて事業説明会を開催し、本事業を活用した研修の提案や事

務局によるサポート体制、申請の手順等を説明し、質疑応答を行った。また説明会終了後は企業と講師の

マッチング商談会を実施した。 

① 本島南部地域 

・日時：平成 28年 6月 14日（火）14：00～17：00 

・場所：ロワジールホテル那覇 １F ファンテジー 

・事業説明会参加者： 

（観光関連企業・団体）47社 64 名 

（人材育成講師・語学学校等）19社 27名 

・マッチング商談会参加者： 

（観光関連企業・団体）20社  

（人材育成講師・語学学校等）16社 

 

② 本島中北部地域 

・平成 28年 6月 15日（水）14：00～17：00 

・場所：ルネッサンスリゾートオキナワ 2F 首里天 

・事業説明会参加者： 

（観光関連企業・団体）20社 28 名 

（人材育成講師・語学学校等）10社 15名 

・マッチング商談会参加者： 

（観光関連企業・団体）14社  

（人材育成講師・語学学校等）10社 

南部：事業説明会の様子 

北部：マッチング商談会の様子 
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(2) WEBによる情報公開 

本事業を広く周知し、企業が講師を選定しやすくするため、前年度に続き、沖縄観光人材マッチングサ

イト「育人（はぐんちゅ）」を管理運営し、講師情報や研修情報に加え、実際の研修事例や講師のコメント

等を紹介した。 

また、OCVBのホームページ、観光人材育成センターの WEBページ、沖縄インバウンドネット等にも情報

を公開し、事業を活用した研修実施を案内した。 

 

 

(3) 研修モニタリング 

本事業を活用した研修のモニタリングを実施した。研修モニタリングでは、計画書との整合性、参加者

の受講態度、講師の進め方等を確認し、効率的な研修を実施できるようアドバイスを行った。 

 

3. 書類作成サポート 

(1) 個別ヒアリング及びアドバイス 

提出書類すべてにおける不備チェックを行い、申請～報告までの作業がスムーズに進捗するよう個別ア

ドバイスを行った。 


