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3章 自由回答 

3-1 経営・稼働状況 

業種区分 地域区分 自由回答 

文化サービス 北部 施設の老朽化。バリアフリー非対応。駐車場が狭い。 

旅客輸送サービス 北部 

例年、観光客が減少する6月に昨年の8月並の売り上げがあり,乗務員も車（タ
クシー）も足りないという事がありました。また荷物が大きく従来のセダン
型のタクシーでは対応に苦慮するケースもあり、ワンボックスタイプへの変
更も検討したいと思いますが、費用面でかなり厳しいのが現状です。 

旅客輸送サービス 南部 増車資金の問題。大型二種免保持者の確保。 

旅客輸送サービス 南部 タクシーの稼働率が上がらない。 

旅客輸送サービス 宮古諸島 
伊良部大橋開通に伴い、営業区間の範囲が宮古一円になりました。お店やア
パートなど地理を覚えなければならない。 

輸送設備レンタルサービス 那覇 伊良部大橋の開通により集客が多少見込める。 

輸送設備レンタルサービス その他離島 

昨年から着工していた漁協と、ドラッグストアが完成した事によりビジネス
のお客様が減少する見込み。現在夏の繁忙期なので特に売上には影響が無い
が、冬以降影響が出る見込み。観光客に関しては、夏休みとは関係なく6月か
らかなりのご利用があり車両が不足状態。 

文化サービス 那覇 

フォトウエディングではチャペルでの撮影も希望する方が多いですが、我々
のようにチャペルを所有していないところは頭が痛いところです。もし、使
用料さえ払えば誰でも利用できる公共(?)のチャペルがあれば・・・と夢見て
います。 

文化サービス 那覇 

一番の課題は人材の確保です。弊社のこだわりは地元のスタッフを基本的に
採用としており、清掃は現在、シルバー人材派遣に頼っております。各施設
のエリアに住むリタイヤ組の採用を今後広げて行くなかで、県やＯＣＶBに
支援をお願いしたい。おじー、おばーが、清掃やチェックイン、チェックア
ウト等、おもてなしをさせたら、本来の沖縄ならではのおもてなしができる
と確信しております。若者にも刺激を与え、沖縄らしい本物の、おもてなし
を提供出来る環境整備を是非ご検討下さい。 

飲食サービス 南部 
店内外の改装の時期に来ているが、資金面等の問題があり、対処的な方法で
しのいでいる状況。 

宿泊サービス 南部 
外国人による連絡のない不泊が最近目立ってきた。デポジットを取りたいが
小規模経営の為、なかなかそうも出来ないでいる。 

スポーツ・娯楽サービス 中部 
シーズンによりフライト、ホテルの料金のUPが激しい！リムジンバスがシー
ズンにより減るので北谷までの交通手段が少ない 
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3-2 人員動向・人材育成 

業種区分 地域区分 自由回答 

旅客輸送サービス 中部 車両の増車を考えているが、人材不足の為踏み込めない状況である。 

旅客輸送サービス 南部 乗務員の高齢化が不安。外国人観光客の受入体制が不備。 

旅客輸送サービス 南部 乗務員不足。外国人の受け入れ態勢ができていない 

旅客輸送サービス 中部 大型二種免許保持者の（30～60才）の不足。 

旅客輸送サービス 八重山諸島 慢性的に乗務員不足。離島地域の構造的な問題がある。 

スポーツ・娯楽サービス 八重山諸島 
石垣島ではまだ外国人従業員の数が少なく話し相手が少ない。精神的な孤独
感を味わっている。 

文化サービス 那覇 雇用面では特に料理人の確保が困難を極めている。 

旅行代理店その他の予約サービス 那覇 
人材不足は相変わらずで、給与水準も低い。外国人を採用したら、法人税減
額など、会社側が社員給与を上げられるような仕組みが必要では？ 

宿泊サービス 北部 外国人労働者の受入を加速させてほしい。 

旅客輸送サービス 南部 
マリンスポーツ会社と業務契約で相互のオフシーズンとトップシーズンが重
ならない為両社で費用を出し合い二種免許を取得させて社員を確保している。 

旅客輸送サービス 中部 
バス事業者の新規参入により、ドライバーの獲得競争が起こりつつある。自
社にて大型二種免許養成を行い人材確保に努めるが、不安もある。 

スポーツ・娯楽サービス 八重山諸島 
調理師が不足している。補助は見つかるが、調理師がいない。また、植物に
詳しいスタッフ、興味があるスタッフがいない。 

旅行代理店その他の予約サービス 那覇 
外国語が出来る方の採用が困難。外国語対応に関しては、引き続き採用を試
みる。社員のスキルアップが必要だ。 

飲食サービス 宮古諸島 

人手の確保ができないので、客席を制限して使っています。これ以上は業績
を伸ばすことは不可能で、落とさないためにはお客様をたくさん受け入れず
に十分対応するしかありません。十分な対応ができないほど観光客を入れて
しまうのは、未来の沖縄にとってあまりプラスにならない気がします。 

業種区分 地域区分 自由回答 

スポーツ・娯楽サービス 那覇 
中国語・英語での言語案内整備（船内アナウンス・受付窓口案内版）完了。
韓国語の他、多言語の整備も継続して実施予定。 

旅客輸送サービス 北部 外国人への旅行マナーをしっかりと、伝えて欲しいです。 

スポーツ・娯楽サービス 南部 

インバウンド対応について、「体験よりも買い物」という志向があり、通常
の体験所要時間を短縮して実施するよう要望が出たり、沖縄そば作り体験で
ベジタリアン対応を求められるなど、実施前に調整が必要なことが多く、今
後の課題として受け止めている。 
 

小売 慶良間諸島 海外からの観光客が増え、店内や、店の前での飲食が目立つ。 

輸送設備レンタルサービス 八重山諸島 
外国人観光客に対して看板（外国語表記）が圧倒的に少ない。特に景勝地に
は重要かつ必然と思う。 

3-3 外国人観光客(インバウンド)対応 

3章 自由回答 
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3-4 民泊・修学旅行 

業種区分 地域区分 自由回答 

スポーツ・娯楽サービス 南部 

修学旅行について、一泊二食というパターンから、一泊朝食が増えており、
売上としては落ちている。修学旅行の予算額は変わっていないが、航空運賃
・バス運賃の上昇の為、予算に合わせる為にホテルでの食事をなくし、お小
遣いで自分で食べてもらうとのこと。このような形が続くことは修学旅行の
意味合いがないのではと思う。運賃の上昇にともない、各県の修学旅行の予
算額の上限を上げてもらうように働きかけを県やＯＣＶＢに望む。 

宿泊サービス 南部 

バス料金が値上がりしたことから、対面式・お別れ式会場を次の目的会場に
して欲しいという旅行会社からの要望が増えてきており、家庭の方の理解を
得る必要がある。 
また修学旅行の行程が多様化し、対面式がお昼前になるなどの早い入り時間
の希望も増えており、その対応が必要になっている。上記と同じく受入れ家
庭の理解も必要となる。 

旅客輸送サービス 那覇 

県外から久米島への修学旅行生が年々減少している。要因として、飛行機の
小型化により、空路（飛行機）での大量輸送が出来ない。船舶での大量輸送
は可能ですが、空路での団体客輸送手段を確保しないと、観光客の増加に繋
がらないと思います。 

業種区分 地域区分 自由回答 

文化サービス 那覇 
リーガルの課題が残っています。どれだけ手続きを簡素化していけるかが今
後の受注増の鍵だと思います。 

文化サービス 那覇 

大型バスによるインバウンドのツアーで、教会見学のような事が急激に増加
している。勝手に施設内への侵入と、写真撮影を行い、婚礼のお客様へご迷
惑がかかっている。バスの運転手に聞いた結果、ツアーで組まれているので、
仕方なく来ているとの事。 

文化サービス 那覇 

リーガルに係わる各市町村とのリーガルウエディング会議を実施しておりま
すが、このほどBNO所持者（British National Overseas：英国海外住民）の
問題が発生し、今後の受注に影響が出る可能性有。すでに受注している分で
はトラブルも発生しており、早急な対応策が必須。各代理店とは解決策のミ
ーティングはしておりますが、かなり厳しい状況です。 

3-5 リゾートウエディング 

業種区分 地域区分 自由回答 

旅客輸送サービス 北部 県・各市町村の各種イベントの詳細な情報提供を頂きたいです。 

3-6 イベント 

3章 自由回答 
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3-7 交通 

業種区分 地域区分 自由回答 

宿泊サービス 那覇 
国際通りや公園側に修学旅行のバスを連ねて停車せざるを得なく、朝の交通
の妨げになってしまっている。 

宿泊サービス 北部 
県内外は特に問題無いが、海外客（運転免許の無い方）の交通の面では、全
体的に改善が必要だと思う。 

宿泊サービス 北部 周辺道路の交通渋滞（県道114号線）。 

宿泊サービス 北部 
①古宇利島への路線バスでのアクセスを可能にする事。②歩道・国道・県道
の雑草刈り。③交通標識（数が少ない、汚い、親切心に欠ける）。 

宿泊サービス 南部 
南部エリアにおいては、交通インフラの整備が必要。FITゲストが増えてはい
るが、公共交通機関を利用するゲストに対して、エリア限定の周遊バスがあ
ると良い。 

小売 北部 那覇市外の公共交通機関がまだまだ不便。 

スポーツ・娯楽サービス 北部 

体験予約をいただいても、交通渋滞にまきこまれ、遅れたり、最悪キャンセ
ルになる。交通事情はもちろん改善すべきところですが、お客様が沖縄はコ
ンパクトな土地柄というイメージがあるのか、とくに弊社が北部にあるので、
移動に時間がかかることをご説明するとびっくりされることが多い。そのあ
たりの周知も大切なのかと。 

スポーツ・娯楽サービス 中部 
交通手段がバスのみなので不便さを感じる。周辺にリーズナブルなビジネス
ホテルがない。台風が週末になることが多い。 

文化サービス 中部 公共交通機関の整備をして頂けたらと思っています。 

文化サービス その他離島 
久米島の観光ルートから路線バスが外れているため、レンタカーやタクシー
以外のお客様が来館できない。 

旅客輸送サービス 八重山諸島 季節的にレンタカーの増加により、主要道路の交通渋滞が発生している。 

輸送設備レンタルサービス 北部 

空港店にては、外国人のお客様が増えていますが、事故件数も増えているの
が、問題となっております。 わが社では、外国人のお客様が利用する際に
は「外国の方が運転しています」というマグネットを貼らして頂いておりま
す。                                  

宿泊サービス 中部 

沖縄の交通マナーの悪い点（追い越し車線をゆっくり走る車、二輪車の身勝
手な走り方等）を改善すべきである。観光客にとっては非常に印象が悪いだ
けではなく、外国人を含めた観光客の多くがレンタカーを使用している現状
では交通安全上の問題でもある。 

飲食サービス 北部 
グアムに行き観光客という逆の立場を体験してきたのですが、観光客がその
場所をいかに楽しむかは交通の便利さが重要になってくるのだと改めて感じ
ました 

宿泊サービス その他離島 
２月はプロ野球のキャンプが始まりファンのお客様が宿泊したのですが球場
まで交通が不便でした。また、高齢者のお客様の観光の交通手段が少なく観
光バス路線があればキャンプオフ・高齢者の方々が満足できたと思います。 

宿泊サービス 中部 
レンタカーご利用のお客様の軽度の物損事故が度々見受けられる。土地勘が
なく、交通ルールの違う地域での運転は、準備段階での一層のサポートが必
要だと思う。 

3章 自由回答 
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3-8 バス 

業種区分 地域区分 自由回答 

宿泊サービス 那覇 
宿泊客からの問合せで多いのがローカルバスの路線とバス停。インバウンド
へのわかりやすい看板や路線案内の表示が必要と感じる。 

宿泊サービス 北部 

観光客の伸び率が悪い。商店街と一緒に活性化を目指しているが、なかなか
上手くいかない。美ら海水族館へ往来する観光客を取り込みたいが、国道に
市街地への案内や標識が無いため、名護市全体が見逃されており、素通りさ
れている。今後、高速道路から新たな道路が建設されると素通りに拍車がか
かる気がしている。また、那覇空港から名護バスターミナルまでを結ぶ高速
バスのバス停が名護バスターミナルを出発した後に国道沿いにしかなく、タ
クシーも通らない為、名護で下車した観光客が不便している。名護の中心市
街地にある名護十字路バス停に路線変更してほしい。 

宿泊サービス 中部 
国際会議が行われるコンベンションセンターまでの交通手段が少ない。近く
のバス停に雨よけがない。 

宿泊サービス 中部 

バス停が近くにないため、自動車を保有していない人が雇用の対象にならず、
これが従業員募集のネックになることがしばしばある。当社の近隣には観光
施設があるため路線バスが開通するとありがたい。路線バスが通れば飲酒を
伴う飲食需要の喚起につながり、エリアの活性化が期待できる。 

スポーツ・娯楽サービス 那覇 外国人の団体観光客を受け入れるバス・ホテル数が不足している 

宿泊サービス その他離島 
交通インフラが課題。個人客の方が観光バスの利用ができない。そもそも個
人客が利用する観光バスがない。 

宿泊サービス 中部 

レンタカーの運転が規制されている中国本土の個人旅行のお客様が増えてき
た感じがある。団体旅行であれば、大型バス・クルーズでの集団行動である
が、個人旅行だと路線バス・タクシーになる。個人旅行の方への対策がさら
に必要だと思う。バスのダイヤ・料金の見直し等。外国人は日本のバスが高
いと感じているようである。 

宿泊サービス 中部 

車をレンタルされないお客様よりバス利用のお問い合わせが多くあり、ホテ
ルからシャトルバスは出していますがそれでも各観光施設まで行きたいお客
様が多数いらっしゃいますのでバスがわかりやすく利用しやすいように工夫
できれば良いかと思われます。 

宿泊サービス 中部 

公共バスが観光客にとって使いにくい。本数が少なく、料金が高い。バス停
の表示が不親切（古い時刻表の放置やルートマップ等が無い）。バス停表記
やアナウンス等に多言語対応していない。バスナビが使いにくい。世界遺産
巡りや観光に不向き。市内離島方面コミュニティーバスも同様。改善例とし
て、観光客向けバスマップを停留所ごとに（英語表記も）設置し バスを小
型化する（バンサイズのような小型化でコストダウン？、本数、ルートを増
設、値段を下げる）。県内の世界遺産ガイドマップを作成する。 

旅客輸送サービス 中部 大型2種免許を取得するのが高額すぎるのではないかと思う。 

業種区分 地域区分 自由回答 

小売 八重山諸島 レンタカー利用者が多く駐車場が近くに無いため来店客が減少している。 

旅客輸送サービス その他離島 村内イベント時の伊江港タクシー待機場の確保と整備 

旅客輸送サービス 中部 

クルーズ船寄港（外国人観光客）における那覇市内の駐車場不足を解消して
ほしい。特に、国際通り・波の上宮・新都心はどうしても路上駐車になって
しまう。乗務員は常に地域住民や一般車両に気をつけながらの乗降を強いら
れており、沖縄県及び県警などの協力体制も必要ではないでしょうか。 

3-9 駐車場 

3章 自由回答 
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3-10 インフラ整備 

業種区分 地域区分 自由回答 

宿泊サービス 中部 

当施設のゲストにおいてもイオンライカム店を利用する方が増えてきた。
USJ進出、国際通り再開発等、沖縄観光にとって追い風になる事は間違いな
いと思います。外国人宿泊比率は毎年上昇。鉄道、モノレール伸長等のイン
フラ拡充にも期待したい。レンタカーの運転に自信がない方々も見受けられ
るので。 

飲食サービス 北部 
気候によって売上がとても左右される。国道58号線バイパスの影響でこれま
でより交通量が減っている感じがする。 

小売 北部 

国道５８号 仲泊南 の信号地点の交差点付近においての道路改修工事を国
土交通省に意見したが全く取り合ってもらえない。お客様だけでなく一般に
道路使用の方にとっても道路幅が狭くなり不便さを感じる。今後において不
親切 不便になるだろうと簡単に予測される。国のすることにはまったく理
解が出来ない。お客様、一般の方からは苦情が弊社にくるので返答にこまる。 

スポーツ・娯楽サービス 南部 
クルーズ船増便に伴う、若狭バースの整備。バスやタクシーの出入りしやす
いようにして欲しいとの声あり。 

スポーツ・娯楽サービス 南部 
国内外を含めお客様を迎え入れる、道路環境について自転車目線（歩行者）
での道路つくりが必要。 

文化サービス 那覇 
展覧会(企画・特別展)により来場者が増え、駐車場が不足します。そこで近
隣の臨時駐車場を県の助成金で借り上げたり公共施設の駐車場を無料開放し
ていただけると助かります。 

スポーツ・娯楽サービス 八重山諸島 
近所では散歩している外国人が多くなりました。早めに多言語の誘導（避難
）表示が必要と感じます。行政に働きかけてほしい。 

スポーツ・娯楽サービス 那覇 
那覇市内で利用できる船の係留場所や陸揚げ等の港や空きバースが少ないと
感じます。 
また船舶のエンジン整備業者が少ないのも問題点と感じています。 

スポーツ・娯楽サービス 八重山諸島 

当社にかぎらず、小浜島港湾整備で海遊びする観光客が清潔にくつろげる設
備がなさすぎる。更衣室、シャワー、トイレ、寒さ対策、及び浮き桟橋がな
いために最干潮に岸壁から飛び降りたり登ったりという現状がある。当地域
は西表石垣国立公園、石西礁湖を楽しみに多くの観光客が来島している現状
を行政マンは認知するべきだ。国際観光地として上記のインフラは沖縄県行
政がしっかり先を見据えていただきたい。 

3章 自由回答 
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3-11 自然環境・美観 

業種区分 地域区分 自由回答 

宿泊サービス 那覇 波の上をもっと綺麗に。 

スポーツ・娯楽サービス 八重山諸島 川平公園内をモデル地区として全面禁煙等の処置をとって欲しい。 

小売 那覇 
国際通りなどで違法掲示物などの取り締まりなどについて、条例制定などは
とても素晴らしいことだと思います。ただ、イベントは行ったものの、実際
の取り組みはされていない。 

文化サービス その他離島 

観光目的の自然案内の際、法的規制場所、第一種特別地域や生態系の保全場
所への安易な案内が行われることで、観光資源でもある自然生態系が壊れて
しまい、継続的な資源利用が出来なくなることを、地域の方々にしっかりと
認識してもらう事を、行政でも行ってほしい。 

宿泊サービス 南部 

大型商業施設が増えアクセスが便利になる反面、沖縄らしさは年々少なくな
っているように思う。観光客数増大を進める一方、埋め立てや乱開発で自然
はどんどん失われている。沖縄は他の観光地に比べ圧倒的にリピーターの多
い土地だ。果たして県が進めている観光が沖縄を訪れる方々の観光とマッチ
しているのだろうか。星が見れますかと問い合わせも多いが街灯や自動販売
機の明かりでそれほどでもない。星が観察できる街灯を一定地域で導入する
等するだけでも話題性、観光客の方は呼べるのでは。モノありきではアジア
圏の方は呼べても長期滞在型のヨーロッパのゲストを増やすのは難しいので
はと思います。 

業種区分 地域区分 自由回答 

飲食サービス 中部 

県産食材については、材料不足が続いております。特に「大山産ターンム」
「島らっきょう」は、生産が追いついていないと感じた。お客さまに提供で
きない商品も多数ある。農林水産業も人材不足か、生産できない理由がある
のか、支援やアドバイスが必要と感じた。 

3-12 県産食材・飲食 

業種区分 地域区分 自由回答 

飲食サービス 北部 

人材不足により、サービスレベルの低下、過重労働による離職率上昇等の懸
念があるため、県の取組み、又助成金を使っての企業補助など可能ではない
のか。 
 外国人も含め従業員を雇う際の補助金等が充実すれば基本給を上げ、他業
種のように人材確保がもう少し容易にできるのではと感じます。 

小売 那覇 

囲い込み営業（旅行会社と店舗がマッチングし、旅行前やバス内などでのカ
タログ販売）により、購入者数や顧客単価の減少。 
観光誘致などという名目で、補助金をいろいろ受けて事業を進めている業者
もおりますが、店舗への負担や実際の効果に繋がっていないように思え、も
っと具体的な取り組み方法の検討や、施策への各店の協力などを受けること
を確約したうえで、助成金や補助金を認可し活用させるべきではないでしょ
うか？ 

スポーツ・娯楽サービス 那覇 
事業開始から約5年が経過しており、ローテーションにより自転車車両を効率
よく運用しているものの、劣化が進んでいる。事業収益のみでの入れ替えは
困難の為、利用者の為にも助成金等の予算処置を県ないし市にお願いしたい。                                     

3-13 助成金・補助金 

3章 自由回答 
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3-14 その他・意見 

業種区分 地域区分 自由回答 

宿泊サービス 中部 

レンタカーのカーナビの精度にばらつきがある。電話番号検索、マップコー
ド検索でピンポイントで目的地にたどり着けるのが望ましい。特に電話番号
が認識できない場合は、近隣の役場等に自動的に誘導するしくみになってお
り、観光客から不満の声が挙がっている。 

旅客輸送サービス 北部 
外国のお客様（特に中国）を専門にする旅行社等が、レンタカー（白ナンバ
ー）を利用して送迎や観光等を行っているという話を耳にします。 

旅客輸送サービス 中部 大型2種免許を取得するのが高額すぎるのではないかと思う。 

スポーツ・娯楽サービス 八重山諸島 路線バス停留所のおいてバス到着に合わせた客引き行為がある。 

旅客輸送サービス 北部 
民泊（Airbnb）利用者が増加傾向にあるが、宿が探しづらい場所もあり円滑
に案内するためにも登録一覧のような事前に把握できるものがあれば便利。 

旅行代理店その他の予約サービス 那覇 

人材教育及び確保の面で、弊社もグループ本体との連携を駆使しているが、
なかなか苦労しております。沖縄の各旅行会社同士の人材交流なども必要か
と思います。そのスキーム作り、人的補填、金銭的補填等アイディア（知恵
）をOCVB様にも求めたいです。沖縄の旅行会社全体がスキルUP出来るよう
に！ 

宿泊サービス 南部 

今後台風等の天災や、外的要因に伴う観光需要減に対応策の一つとして、観
光基金の設立を望みます。各種条件整備が必要ではありますが、観光客
1,000万人到達後も、観光立県としての位置付け継続的に強化すべく意見致
します。 

飲食サービス 北部 
観光産業を担当されている役場の方は、もっと何処にどういう店がありどう
いうショップがあるのか自ら足を運びその場所を肌で感じるべきではないで
しょうか！ 

旅客輸送サービス 北部 外国人観光客専用の通訳サービスの時間帯の見直し(7:00～22:00) 

旅客輸送サービス 北部 
レンタカーの利用者の白タク行為は以前にもお伝えしましたが、外国人観光
客への又貸しも行われているようです。レンタカーの問題は後手後手になっ
ており規制も必要だと思います。 

小売 八重山諸島 国内外を問わず観光客の冬季の来島要因の発掘は課題であろう。 

宿泊サービス 那覇 
観光業は、「安心・安全」の上に成り立ち、耐震改修は当然負うべき責任で
はありますが、現状を汲み取り猶予期間をもたすなど、民間への理解と配慮
が行政側に働きかけられないものだろうか。 

旅客輸送サービス 慶良間諸島 
外国人向けの、翻訳アプリの開発などはないでしょうか？またそういったも
のを、国際線の飛行機の中で案内したり、沖縄の窓口となる場所で周知して
いただけると嬉しい。 

宿泊サービス 八重山諸島 

昨年は北陸新幹線開業やLCC航空が多くの格安海外路線を開通したことで国
内客は石垣島から離れた。今年も春からの北海道新幹線の開業でやはり国内
客はそちらに流れるだろう。観光協会や市の観光課は数だけの来島者を数え
て喜んでいるが、実際は台湾中国からの大型観光船の寄港回数が増えて底上
げしているだけで、国内客は確実に減少している。島全体が国内客のリピー
ターを増やすことに力を入れる必要がある。 

宿泊サービス 那覇 
交通案内（車、バス、モノレール、船など）が、集約されている情報（web
ページやパンフ）があると良い。 

スポーツ・娯楽サービス 北部 
雨天時の観光について。冬季や梅雨時は特にアクティビティが限られてくる
と思うので、大型観光施設のみではなく、紅型染め体験のように天候に関係
なく楽しんで頂ける施設を紹介する特集をおきなわ物語でも組んで欲しい。 

3章 自由回答 

58 



業種区分 地域区分 自由回答 

スポーツ・娯楽サービス 北部 
海外からのお客様を対象としたマリンショップにコンプライアンスの遵守が
できていないところが目立つ。今後の事故や事件を心配している 

スポーツ・娯楽サービス 八重山諸島 新石垣空港効果もなくなり、去年の9月から、前年割れが続いている。 

宿泊サービス 中部 

プロ野球のキャンプチームが年々期間が短くなったりチームが減ったりする
中でやはりキャンプを行う環境が大事だと思います。もう少し球場の環境を
沖縄全体で考えないと減る可能性が出ると感じました。球団と一体になって
野球教室などを行うといったイベント告知も少なく感じます。 

宿泊サービス 那覇 

違法な民泊が話題となっている。きちんとルールに乗っ取って許可をとり運
営してほしい。このままだとルールを守っている我々は馬鹿らしい。県とし
て条例を作って規制してほしい。国は部屋が足りないといっているが安易に
すると取返しがつかない。オリンピックまでの時限付とか条件をつけるべき
では。 

スポーツ・娯楽サービス 中部 

それぞれの職種が連携して、沖縄観光の質と量を底上げし、一体感を持って
沖縄観光振興に貢献できればと思います。そのために異業種の交流や勉強会
などにも積極的に参加していき、沖縄全県で取り組んでいけるような、仕組
みになればいいと思います。引き続き、沖縄県やOCVBを中心に情報提供い
ただけますようお願いいたします。 

スポーツ・娯楽サービス 南部 
海外セールスコールの強化と国内客向けの施策やキャンペーンなどを実施し
てほしい。 

文化サービス 那覇 
鉄軌道の議論が高まってきたが、観光インフラとしての認識のもと、観光業
界が十分に関わろうとしているか疑問。観光従事者個人でも、関心が薄い。
観光事業者が集まる場でもっとアピールする機会があってよいと考える。 

小売 那覇 

国際通りの各店舗の状況について注意を促している「巡回担当者」がおりま
すが、正直言って好き・嫌いで注意勧告をしているのが見受けられます。（
人間なので感情がありしょうがない事ではありますが）。また、できれば夜
の時間に巡回できるよう配置をして頂きたいです。 

旅客輸送サービス 慶良間諸島 
各離島航路の窓口がある「とまりん」内に、観光案内所の設置整備（特に外
国人対応人材配置及びATM設置）を希望する。各航路だけでの個別対応では
無理があり、十分なサービスが提供できていない。 

スポーツ・娯楽サービス 那覇 
外国人利用者が急激に増えており、案内内容も複雑化している。翻訳できる
タブレット等が必要になりつつある。外国語対応の首里近郊地図作成の予算
化を急ぎ希望する。 

スポーツ・娯楽サービス 中部 

県内に届出事業者と未届出事業者を含めて何社くらいあるのかが知りたいで
す。カヌー・カヤックやトレッキングなど各カテゴリー（体験）で観光客の
月間や年間の利用者数を県として調査・把握していただけると業界として発
展的な議論ができると思っています。 

3章 自由回答 

3-14 その他・意見 
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