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観光産業実態調査では、定量的な四半期毎のデータを取得するだけではなく、自由回答欄の記述をもと

にした定性的データの取得にも努めている。事業者ヒアリングは、自由回答で有用な意見を提供された事

業者のもとに直接出向き、回答内容の詳細をヒアリングし、意見や課題を掘り下げることで、実行性の高

い施策立案に繋げる事を目的としている。

１.事業者ヒアリング

2.ヒアリングのポイント

事業者と観光客の関係性に焦点を置き、それぞれから想定される事象をヒアリング項目として設定。以下

の3項目を設定しヒアリングを行った。なお、ヒアリングの際、①から③に課題はないか確認し、現状の記

述のみならず、課題の記述も心掛けるようにした。

■ヒアリング3項目

①観光客の動向・・・事業者からみた観光客の行動等を聴取

②観光客対応・・・・事業者と観光客の関わりにおける現状や課題の確認

③社内状況・・・・・観光客受入にあたり事業者の問題や取組等を聴取

①観光客の動向
③社内状況

観光客 事業者

②観光客対応

観光客の動向、観光客対応、社内状況それぞれに課題がないか確認し、
課題があれば詳細をヒアリング。

観光産業実態調査事業者ヒアリングイメージ

第6章 事業者ヒアリング
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3.事業者ヒアリング概要

（1）概況

沖縄県のリーディング産業といわれる観光産業に従事している事業者の「生の声」を聴き、これらの産業にか
かる課題・問題点、更には提言などすくいあげていくことを目的としてヒアリング調査を実施した。
急激に増えつつある外国人観光客対応について、外国語による意思疎通の問題点が各業種で浮き彫りになった。

また、受け入れ側のとまどいが散見された。建設的な意見や提言も見られた。
各業種によって抱える問題点は多少異なるものの、従業員の不足、外国語の対応、外国人のマナーや習慣と日

本での常識の違いをどう説明し、対応するかに苦慮している様子が窺われた。また、駐車場や事業所の敷地面積
の問題も見られた。

（２）各事業者の概況

宿泊、民泊関連
宿泊関連の事業者からは、慢性的な人材不足、接遇面の問題、社員教育に時間が取れないなどの問題や、外国

人客に対する食習慣に対応すべく工夫されている様子が見られる。食に関しては県産品を食したい県外客にどう
対応するかの課題もある。夏場の台風時の対応については各宿泊施設でそれぞれの配慮や提言が見られた。
民泊は、修学旅行生の教育体験の一部を担っている。地元の家庭に滞在することで地元の雰囲気を感じ、地元

の人々と交流できる点が評価されているといえよう。子供たちを預かり、無事に送り出すための、安心安全の意
識の重要性を強調している。

小売関連
小売事業者は、直接客と対応する機会が多い職業である。英語の出来る従業員に英語を習うなど自社で対応し

ている事業者もあった。一方、意思疎通にさほど問題を感じていない事業者も存在した。外国人団体客の動向で、
タイ・シンガポールからの来客があった。

飲食関連
飲食関連の事業者からは、外国人客に対してはマナーの問題が指摘されている。事業者によって県内・県外客

が減少し、外国人客が増えたところと県内・県外客が多いところがあることが分った。

体験型施設
体験型施設は、来場者も伸びており、外国人客も増加している。外国人客の購買意欲も高く、客単価が高く

なっている。インターネットやウェブなどの媒体で情報を得る客が増えてきている。

ダイビング事業
ダイビング事業では、水難など危険が伴うので、外国人客に対しては正規の外国人スタッフが対応しており、

このような事業者が増えると外国人客の需要も増えていくことであろう。資格の問題もあり、これからの展望が
注目される。

マリンレジャー事業
マリンレジャー事業でも安心安全を強調している。外国人観光客には、ダイビングの説明から終了までを同じ

文化的背景を持つ外国人従業員に担当してもらうことで、安心安全なサービスを提供できるとしている。

テーマパーク
テーマパークは来場者が団体客と個人客に分類され、団体客の予約数で一日の来客数をどのように運営するか

が肝要である。言語の問題については、通訳の出来る添乗員を活用するなどの様子が見られる。外国人客対応の
ために日本語が理解できる外国人従業員の採用を考えている。

エコツーリズム
修学旅行生を対象としている。学習体験を行い、無事故で送り出すこと。安心安全を強調している。外国人客

の取り扱いはほとんどない。

文化施設
観光客は増加している。外国人客も増加しているので、外国語のパンフレットを配布している。外国人客にも

分かりやすい展示や外国語での表記、駐車スペースなどの課題が多い。

リゾートウェディング
リゾートウェディングは国内客85％、海外客15％が沖縄で挙式をしている。海外客は香港や台湾からの外国

人客が占めている。新規の事業者が伸びている状況である。これからも発展するためにホテルとの連携や独立し
たチャペルなども視野に入れている。

第6章 事業者ヒアリング
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質問項目 A社（大規模ホテル）収容人数300人以上

観光客の動向

【現状】
・外国人観光客の全体に占める構成率は平均10％程度。MAXだと30％程度。
・ピーク期とオフ期の差が無くなってきている。平準化されてきている。
・年間稼働率は80％ある。
・飛行機の便数が増えて、観光客の来館時間が、以前よりも早くなってきており、ベットメイキングをす
る従業員への負担が増している。

・リゾートウエディングは台湾のお客様が多い。
・外国人観光客の順位は、1位台湾、2位韓国、3位中国。

観光客への対応 -

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・やはり人手が足りない。そのため、社員の残業が増加してきている。
・非正規社員は、大規模商業施設など、好条件の施設への流出が増加しており、募集をかけるが来ない。
・非正規社員は、交通の便が悪いことも採用難に影響している。
・正規社員は、昨今ホテルが増えてきているが、あまり流出していない。
・社員比率は、正規社員65％・非正規社員35％。
・語学ができる従業員はいるが、外国人客の増加により、人数が不足している。
・外国人従業員は韓国人を2名雇用している。韓国人・台湾人インターン生が、常時1～2名いるが、
今年の夏は5名。

【課題】
・語学対応ができる従業員の雇用は、お客様・従業員相互のスムーズなコミュニケーションのために、
語学力のある日本人、もしくは日本に留学・居住経験のある外国人が望ましい。

提案、提言

・この観光産業実態調査は、現在、ホテル分類を、大規模・中規模・小規模で分けているが、併せて、
リゾート・シティー・宿泊特化型でも分類してみてはどうか？

・公共交通機関の整備を望む。特にバスはどのバスに乗ればどこに行けるのかが観光客にも
わかるようにしてほしい。

・観光入域客数が増えると、車の渋滞が必ず生じる。それを回避する為には、やはり、鉄軌道が必要
なのでは？これが地下鉄であればなお良い（景色が遮られずに済む）。

その他 -
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旅行会社
旅行会社は夏場は台風の影響を受けやすい。下期に沖縄に力を入れる傾向がある。媒体はWEBが好調となっ

ている。個人客には「さらにもう一泊」「次は離島へ」等のモデルコースを検討し、実績前年超えを目指して
いる。

タクシー事業
タクシー事業者でも利用する客の外国人は増えているが、観光地巡りでヨーロッパの客はめったに見られな

い。県外客はツアーで行くような場所よりも地元の人が行くような場所へ行きたがる客が増え、目的地指定が
明確である。外国人客からの予約は英語が多いので、英語対応出来るようになることが課題の一つである。

輸送サービス
観光客数が好調に伸びているため、輸送サービスでも観光客が増えている。外国人客も増加しており、台湾、

中国、韓国、香港からの客が多い。緊急避難時の対策など提案あり。

レンタカー事業
慢性的な人手不足の解消が課題の一つ。国内線空港で受付を待つ観光客が、事業所まで送迎するバスを待つ

場所が施設面積の関係上外で待たされることに対してどうにかならないか提言している。外国人客の事故率に
ついても言及し、来沖前の標識に対する情報提供など提案している。

4.ヒアリング結果



89

質問項目 B社（大規模ホテル）収容人数300人以上

観光客の動向

【現状】
・外国人観光客は全体の１０％。１０％の内訳はアジア系で台・中・韓でほぼ占められている。
・国内客は微増である。
・１２-１月閑散期、２-３月は野球のキャンプやゴルフイベントで観光客増える。７-８月が繁忙期である
が、徐々に閑散期がなくなってきている。

・観光客は県産品を食したいと期待して来る。

【課題】
・食材については県内の食材は生産量が少ないせいか値段が高くて確保できる量が安定しない。

観光客への対応

【現状】
・英会話ができるスタッフを増員したい。中国人客が増えたので、中国語対応が１人いる。
・台風時、宴会場を開放して、ミニコンサート、ゲーム等を行った。

【課題】
・外国人客とのコミュニケーションの取り方に配慮がいる。レストランでの席の確認について勝手に移動
しないようにお願いする。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・３-４か月前ハラール講習会で認定もらった。客からの問い合わせはまだない。
・人材は慢性的に不足している。

【課題】

・人材補充のための募集しても応募が少ない。特に調理職の応募が少ない。
・退職者の補充が間に合わない。
・従業員の残業が増えている。
・残業については予約の入れ込みでも変わる。

提案、提言 今回は特になし。

その他 -

第6章 事業者ヒアリング
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質問項目 C社（大規模ホテル）収容人数300人以上

観光客の動向

【現状】
・外国人観光客が昨年の3倍に増えている。特に香港の個人客が大幅に増加している。他に台湾、韓国の
個人客も増えてきている。

・外国人観光客が増加した主な要因は、アゴダ、ブッキングドットコム、エクスペディア等の海外OTA
（※）で販売を開始したことにあると思われる。
・国内観光客についても、楽天トラベル等のオンライン予約サイトからの予約が増えてきている。
・宿泊料金を少し上げたが、予約が落ち込むことは特になかった。
・修学旅行生の団体が減少傾向にあるが、外国人観光客が大幅に増えたため、結果として売上は伸びている。

（※）Online Travel Agency オンライン旅行代理店

観光客への対応

【現状】
・全室でWi-Fiが使える環境にある。
・外国人観光客は個人のお客様が多いが、海外衛生放送の要望は特にないので、受信設備は設置していない。
・現在、外国語人材は英語対応が3名、中国語対応が1名いる。裏方の従業員にも外国語に対応できる方が
おり、必要な場合は対応してもらうこともある。

社内状況
（雇用、社内教育等）

【現状】
・現在、130名前後の従業員がいるが、人材が不足している。募集をしてもなかなか応募がない状況が
続いている。

・どうしても人手が必要な時間帯には、他のセクションより従業員を一時的に補い、何とか対応して
いるところである。

・目の前の対応に追われ、企画立案まで手が回らない状況である。
・人手不足については、特に予約や営業といった業務が特殊で、その様な人がなかなか集まらない。

【課題】
・人材不足

提案、提言

【現状】
・台風により大型団体がキャンセルになったが、既に団体用の食材等の仕入れを済ませていたため、
損失が発生した。

・観光立県として観光関連事業者向けにも被害事業者を支援する「観光基金」制度のようなものを設けては
どうか。

その他

・冬季には、県内企業の研修等も受け入れているが、県外からのMICEについても今後力を入れていき
たいと考えている。

・昨年度は、県の「世界に通用する観光人材育成事業（講師派遣事業）」で外国語講師を派遣してもらっ
たが、非常に効果的であった。今年度も同様に事業があるのであれば活用したい。

第6章 事業者ヒアリング
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質問項目 D社（大規模ホテル）収容人数300人以上

観光客の動向

【現状】
・全体の取り扱い人数の構成率は、国内65％、海外35％。
・海外の取り扱い人数では、台湾・韓国が多い。
・送客が多い旅行会社は、台湾では東亜旅行社・国際旅運・太陽旅行社など。韓国ではHANAツアー・ジー
ノツアーなど。

・海外インバウンドの動向としては、相変わらず、直近での取消や変更（日程・人数・室数）が多い。その
為、予約スタッフの過度の業務が増えている。

・WEBを通して予約していただいているが、宿泊者ご本人様ではなく、第三者（海外のエージェント）
が予約を取っているのが目立つ（※WEBエージェントによっては第三者の予約は禁止となっている）。

・国内の送客実績では、パンフレット系旅行会社はあまり良くない。WEB系旅行会社が堅調である。

観光客への対応
【現状】
・外国人観光客が増えている中、外国人観光客とのコミュニケーションはどうにか対応ができている。
・団体の外国人観光客の場合は、添乗員・ガイドに対応いただいている。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・やはり人手が足りていない。そのため、社員の残業が増えている。
・夏季期間は常にホテル専用駐車場は満車状態が続いており、満車の場合は、近隣のコインパーキングを
紹介している。

提案、提言

【道路標識の改善について】
・宮古島に出張に行った際に感じたことだが、道路標識の一部が加工されており、標識板の色がまばらに
なっていた。見るからに汚い。観光客からは判りづらいと思った。とても観光客を受け入れている島と
は思えない程ひどい。宮古島市に対し、早急に修繕・改善を施していただくよう県にはお願いをしたい。

・沖縄本島でもひどい場所が多い。

その他 -

第6章 事業者ヒアリング

質問項目 E社（中規模ホテル）収容人数100～300人

観光客の動向

【現状】
・取り扱い人数は、国内観光客・外国人観光客ともに増えている。
・取り扱い人数の構成率は、国内観光客95％、外国人観光客5％。
・外国人観光客は、高単価のお客様が、アゴダ・エクスペディアなどのWEBを通して入ってきている。
・外国人観光客の国籍別では、1位台湾・2位米国・3位中国。
・米国人は、米軍基地の若年層のお客様が多い。
・外国人観光客の朝食バイキングのマナーに困っている（山盛りにして残すetc）。

観光客への対応 【現状】
・外国人観光客とのコミュニケーションは、英語で対応ができている。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・3名の女性従業員が産休に入り、人手が足りておらず募集をかけており、先月から、どうにか3名の補
充として採用をすることができた。

・やはり、ホテル業は「きつい、帰れない、給料が安い」の３Ｋのイメージがついていて、募集をかけて
も来ない。人気がない。

提案、提言
【観光産業実態調査について】
・前回同様・前年同様などの簡単な回答方法にしていただいきたい。
・繁忙期の実施は控えていただければ大変助かる。

その他 -
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質問項目 F社（中規模ホテル）収容人数100～300人

観光客の動向

【現状】
・安心安全のところにしか人は来ない。
・夏場(７-９月)は通常閑散期であったが、この２,３年は繁忙期並みになった。
・インバウンドの増加。3年ほどで大分増えた。
・３０分ほどの短時間だけ滞在してランチを利用しブログアップをするのがインバウンド顧客の特徴。
・インターネットの普及により旅行会社を通さず、メールや電話での直接の予約が増えた。

【課題】

・団体のお客様が利用する観光バスの止められる場所が限られている。
(周辺の迷惑にならないように配慮したいが、時間帯によってはどうにもならない。)

観光客への対応

【現状】
・外国人旅行客・・・団体の場合はツアーガイドがいるので、語学の心配はない。

個人の外国人客は片言の英語と身振り手振りで対応している状態。
・台風時・・・・・・最新情報の開示とあわせて、宴会場などを開放している。宿泊料金も台風料金とし、

台風の被害を防ぐため、自動ドアを手動対応へ切り替えている。(アテンドスタッ
フを配備)タオルを配ったり配慮した。状況によっては、台風メニューではあるが、
食事も提供する場合がある。

・スタッフ手作りの周辺MAPを配布している。

【課題】

・耐震の部分、安心安全の面で課題となる。

社内状況
（雇用、社内教育等）

【現状】
・派遣会社も人がいない
・品質維持管理について、部署間で不足のところを社員が補っている。
・リネン業者の遅延でベッドメイキングがチェックインに間に合わず、お客様を待たせてしまう→クレー
ムに発展

・現在いるメンバーが誰一人欠ける事がないように、精神面や体調面でもかなり気を遣う。
・慢性的な人手不足で業務分担の線引きが出来ず、フロントが洗い場も担当したりしている。
・管理職も現場に入る為、統率がとれず、管理不足に陥ることがある。
・採用しても、このような状況では継続雇用が出来ない。(新人教育が十分行えず疎外感を与えてしまう。)
・月一回、始業前に30分程度、周辺地域のゴミ拾いを行っている。
・インバウンド向けのランチを始めたら、すごく好評で当面継続の見通しがある。
・インバウンドの増加と職場の世代交代が同じ時期に起こった。（７-８人勤続２０～３０年の人が抜け
た後にインバウンドの増加が起きた。）

・外的要因に左右されない企業を目指して、幹部は定期的に県外から講師を派遣してセミナーを受講
している。
→考えが前向きになり、人手不足で悪化する人間関係に歯止めをかけ、みんなが一丸となるような職場の
雰囲気作りに活きてきた。

・どんなに忙しくても、幹部が連携をとって、社員ひとりひとりと向き合っている。
・他部署間の事象を共有し、改善提案を実施、自分事として捉える様に促している。
・役割に責任を持たせ、自己実現を図らせる。
・コミュニケーションの質・量を考える。

【課題】

・水物商売なので好調な時に稼いでおきたい→人手不足でもできる方法を考える。
・向上心のあるスタッフを成長させたい/質をもっと上げたい。
・お客が増えた/同業他社の乱立→力あるスタッフがよそに流れること。

提案、提言

・ビューローで人材バンク(一元化)をやってもらう。訓練されたベッドメイク・ホール(飲料)などの人材
を置いて、1週間前までに必要部署・人数を連絡すれば人材バンクより派遣され、企業は監督する一定
の社員を配置すれば、品質を落とさず運用できる。バンク登録する人も安定的な就業につながる。

・大通り周辺は、建物の立地基準がかなり厳しく、営業するにはかなりの費用がかかる。補助や助成金を
利用する事象が発生する際には、補助率の優遇や口添えがあると有り難い。

その他 -
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質問項目 G社（民泊）

観光客の動向

【現状】
・民泊の利用者は増えている。近年修学旅行や体験型の学習旅行で既存のホテルや旅館による宿泊以外に
民泊を利用する事例が増えている。地元の家庭に滞在することで地元の雰囲気を感じ、地元の人々と交
流できる点が評価されているといえよう。

【課題】

・新規民泊家庭増えるが、当団体ではファンづくりを目的としているため警報機、火災報知器に高額な費
用が掛かる(17万～20万)と受入れが難しくなる家庭が多い。

観光客への対応

【現状】
・受け入れる生徒に対して、特定の食品に対するアレルギーの有無、周辺の交通に関する指導の徹底など
最終的には「人」の交流であるから双方が快適に過ごせるよう留意する。

・民泊家庭の警報機、火災報知器の設置。

【課題】

・沖縄県は体験型学習を行う際に想定される事故についての対策がなされていない場合が多く、「安心安
全」の意識が欠如している。

・民泊として人をあずかる際の安全、対応、責任等の認識が充分でない。
・営業許可、教育旅行について平成２４年に緩和策が出たが、沖縄県はどうするか。南部でも４つの消防
署で規制が異なる。

・県内の消防署の基準もまちまちである。
・県全体で、民泊勉強会などを実施し全体の安心安全の対策を整備する必要がある。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・認定救急蘇生法、大きな事故の場合を想定し消防署との連携や対処法など対応できる。
・当団体では民泊受け入れ費用の一部を勉強会費用として予算化し、年間２０回を超える勉強会を実施し
ている。

【課題】

・沖縄県全体で見ると指導者育成が不足している。
・宿泊費を高めに設定して勉強会に使う。

提案、提言

・安心安全に対する意識を持つ。
・想定可能な事故に対応できるルール作りをする。
・民泊という業態が全体的に壊れていかない仕組み、ルールを作る。
・値段についてもある程度決める必要がある。

その他 ・民泊は南部６市町で協議して始めた。
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質問項目 H社（小売）

観光客の動向

【現状】
・昨今、外国人観光客が増えてきている。
・取り扱い客全体の構成率は、国内観光客70％、外個人観光客30％。
・東洋系の外国人観光客は一見どこの国籍かわからないが、マナーでわかる。
・中国人観光客は、数点購入する場合、この数点全て包装を開けさせたりするケースがある。また、開け
させて購入しないケースもある。

観光客への対応

【現状】
・外国人観光客とのコミュニケーションは、ジェスチャーなどで対応ができており、特に問題は生じてい
ない。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・人手が不足している。
・社会保険の加入など、雇用に関する法律規制が、現在の会社運営に重くのしかかっている。残業手当な
どもしっかり支払っている。

【課題】
・アルバイトとしては、店舗により年中無休など条件がきついというイメージが付いていて、あ
まり人気が無い。大規模商業施設など、好条件の店舗へ流がれている。

提案、提言

・国際通りまたはパレット久茂地前広場で、行われる集客イベントがもたらす効果は大きい（来店者数が
増える）ため、集客イベントは大歓迎。もっとやっていただきたい。

・特に、外国人観光客が好む「音楽イベント」などの開催を望む。
・沖縄県・OCVB・弊社の3者で閲覧ができる「掲示板」などがあれば、問題・課題など、タイムリーに
情報交換ができるのでは？

・この観光産業実態調査は、今後、WEB上での調査（URLから入っていく手法）にしたらどうか？

その他 ・中国人観光客は、泡盛ではなく、ウイスキーや日本酒を好んで購入していく。

第6章 事業者ヒアリング



95

質問項目 I社 (小売)

観光客の動向

【現状】
・外国人客が見えてくるようになった。
・エージェントさんが今年から芸術体験企画を打ち出した。
・予約を入れてもらって対応している。外国人客の国籍は香港、台湾、少し韓国で、これらの客は個人客
である。

・タイ、シンガポールの団体客が来る。近隣の観光地と交互に来てもらう。
・県外客も増えてきており、観光客は全体的に増えている。

【課題】
・団体客のバスの駐車場が問題となっている。

観光客への対応

【現状】
・英語を話せる従業員がいるので、台湾、韓国のお客様に英語で対応している。または身振り手振りで通
じる。

・地元客の呼び込みのために体験企画の商品を用意している。西原、浦添、豊見城など半径6～10ｋｍ圏
内を目標としている。

・上の階に40人集客可能な作業場があり、親子で体験作業して作品を持ち帰る。仕上げに熱処理が必要
だが、お客様にはすんなり実行してもらっている。

・主要な製品は、結婚式等の引き出物や贈答品として利用されている。

【課題】

・事業所近くに駐車スペースがあまりない。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・英語のヒアリングについて、英語のできる社員によって毎朝の英語の授業を実施している。
・雇用は、需要が増えればなんとか増やすことが出来ると考える。現状は1～2人欲しい。忙しくなって
いる。

・MICEトレードショーにコンベンションセンターに出店した。顔なじみの外国人バイヤーが出来た。

【課題】

・忙しい時は1～2人増員したい。

提案、提言
・事業をしていく上で県外等に情報発信のために出向くようなことが出来る支援事業の情報が欲しいの
で、情報があれば発信して欲しい。

その他
・首里城周辺統一マップが絶対に必要です、首里を観光客が歩いて楽しんで頂ける環境を作って行くこと
で町が活性化すると思います。
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質問項目 J社（飲食店）

観光客の動向

【現状】
・キャパシティの問題もありお客様の数はほぼ横ばい。
・売上についてもほぼ横ばいとなっている。
・お客様の国籍の割合に変化があった。県内客の全体に占める割合は前年度約30％から約20％に減少、
国内県外客は約60％から約30％に減少、海外客は約10％から約50％に大幅増加している。海外客の
中でも台湾の方の割合が高く、香港、韓国と続く。

・交通手段は国内客、海外客ともにレンタカーが主流である。
・ウェブサイトは日本語のみであり、外国人観光客向けのプロモーションは特に行っていないので、外
国人観光客の増加は口コミによる効果だと思われる。

・秋季及び冬季は、お客様の数及び売上額が夏季の約70％まで落ち込む。
・観光客の割合が増加しているため、入店をあきらめて帰る地元客もいる。
・911等の災害直後に観光客数が大幅に減少した際も地元客数はほぼ変化がなかった。安定した売上を
維持するためにも、地元客を大切にしたいと考えているが、観光客を入れすぎると地元客が離れてし
まうジレンマがあるので対応が難しい。現在は、特に観光客をターゲットとしたいという訳ではない
が、対応せざるを得ない状況。

【課題】

・キャパシティの問題
・閑散期対策
・地元客受入の問題
・観光客が激減した場合の対応策

観光客への対応

【現状】
・外国人観光客からの電話予約等については、片言の英語で対応している。
・メニューは英語、中国語で対応しており、写真も載せている。
・店舗までの誘導看板は、日本語のみでの案内だが、海外観光客からの問い合わせは特にない。
・外国人観光客が店舗の隣の民家の前に駐車をしたりすることがあったが、片言の英語だと注意をするの
がなかなか難しい。

【課題】

・外国語対応

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・県内大学に通うタイ人の留学生を英語対応としてアルバイトで雇用したことがあるが、積極的に働いて
くれて助かった。

・従業員向けに語学研修を実施したいが、時間とお金がかかるのがネックである。

【課題】

・人材不足
・社内教育のための時間と費用

提案、提言 ・老朽化している施設の修繕費について、県や市から補助があると非常に助かる。

その他
・海外の旅行ツアーが事前の連絡なしに大型バスで来てしまうことがある。景色を眺めた後、トイレを使
用し、飲み物だけをテイクアウトして帰る団体も増えてきている。
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質問項目 K社（飲食店）

観光客の動向

【現状】
・県外のお客様の接待などに、県内のお客様もご利用いただいている。この場合は、県外客としてカウン
トしている。

・県内客は、全体の取り扱い人数の1％程度。
・内外別では、国内観光客85％、外国人観光客15％。
・外国人観光客の半分は、米軍基地からのお客様。ベース内旅行会社で販売をしてもらっている。
・外国人観光客の残りの半分のうちの80％は、香港人観光客。
・自社WEBサイトから入ってくる外国人観光客の、当日の連絡無しキャンセルが、昨年度までは多かっ
たが、今年度は無くなった。

観光客への対応

【現状】
・語学対応ができる従業員はいない為、料理の解説を「お品書き」として、英語・中国語・韓国語の多言
語に翻訳をして、事前にテーブルに置いて対処している。

【課題】
・ポルトガル語版も検討したい。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・繁忙期には、特に厨房の人手が不足する。

【課題】
・従業員に対しは、今後のことを考えると、配膳だけではなく、食材などの説明やトークなども必要に
なってくるので、人材育成が課題となってくる。

提案、提言

【食事時のマナーについて】
・マナーブックなどがあればいいと思う。
・一部の外国人観光客のマナーは決して良いとは言えないので、出発地側で、事前に学習・勉強をして
きてもらいたい。

その他 -

第6章 事業者ヒアリング



98

質問項目 L社（体験型施設）

観光客の動向

【現状】
・来場者数が伸びて、売上も伸びている。
・外国人観光客も増えており、お土産の購入が旺盛である。
・外国人観光客は2次消費が高い。
・それにより、売店の客単価も上がっている。
・外国人観光客来場者数の国籍別順位は、1位台湾、2位香港、3位中国、4位韓国。
・フリーペーパーや雑誌からの来場が弱くなっている。
・逆に、インターネット・WEBからの来場が多くなってきている。
・毎年来てくれていた国内観光客が来なくなってきている。
・台風時などは、施設内で遊ばせて欲しいという要望がある。

【課題】
・予約サイトを充実させる。
・旅行会社商品への組み込みを増やす。
・韓国からの観光客を取り込めていないので、韓国へのセールスを行いたい。

観光客への対応

【現状】
・3月1日より、TAX-FREE対応をした。
・英語ができる従業員が1名いる。
・個人の外国人観光客には、どうにか、英語で対応ができている。
・個人の外国人観光客向けには、フリーペーパーや雑誌へ広告掲載をしている。
・台湾＆香港向けのWEBサイトにも広告を掲出をしている。

【課題】
・商品の詳細を説明する際の対応。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・旅行博などの商談会にOCVBと一緒に参加をしている。
・多言語の翻訳支援メニューも活用している。
・講師派遣の支援メニューも以前活用した。
・人手はいっぱいいっぱいで対応している。
・オフ期に教育をしている。

【課題】
・観光客が増えていくと、やはり人手の問題が心配。

提案、提言 -

その他 -
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質問項目 M社（ダイビング事業）

観光客の動向

【現状】
・外国人ゲストが増加している。
・取り扱いゲスト全体の構成率は、国内ゲスト70％、外国人ゲスト30％程度である。2015年1～3月の
ホエールウォッチングに関しては、外国人ゲストの比率が5割に達した。

・外国人ゲストの国籍は、申込用紙にて必須項目の為、正確に把握している。
・外国人ゲストの順位は、1位台湾、2位中国、3位香港、4位韓国。

観光客への対応

【現状】
・外国人ゲストからの予約は、正規外国人スタッフで対応している。
・外国人ゲストの現場対応は、正規外国人スタッフ及び、ワーキングホリデーの外国人スタッフで対応し
ている。また、英語に関しては、英会話が得意な日本人スタッフも対応している。

・インストラクターはほとんどが日本人である。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・入社5～6年目の、英語・北京語・広東語などの多言語を使いこなす、海外インバウンド担当の外国人
スタッフが一人いる。

・昨年、沖縄県産業振興公社北京事務所からのご紹介で、中国人インターンシップ生を受け入れたが、そ
の後、卒業して弊社に就職したスタッフもいる。

提案、提言

【外国人の就労ビザについて】
・スキーインストラクターの就労ビザは取り易いと聞いている。ダイビングインストラクターの就労ビザ
も、特殊スポーツの専門職として、取得し易いようにしてもらいたい。

【外国人の沖縄への就労について】
・上述の、中国人インターンシップ生を受け入れ卒業後に就職に至ったという事例から、沖縄で就職を希
望している外国人に対し、就労ビザ取得などに関する働き易い施策作りや、企業とのマッチング機会を
提供いただきたい。

【関連機関との連携について】
・経験が浅い新規ダイビング業者が増えている。保険も掛けず、安全対策やレスキュー訓練も行ってい
ない。沖縄県は、関連機関と連携をして、簡単に業界に参入ができないような、「開業基準」や「営業
基準」などの規制整備を行っていただきたい。

・関連機関が権限をもって業界の指導・監督、また、業界のルール作りなどができるように、沖縄県
は、関連機関に対ししっかりとした予算措置を行っていただきたい。

その他 -
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質問項目 N社（マリンレジャー事業）

観光客の動向

【現状】
・国内客、海外客ともに好調である。
・海外については、県の「海外セールスコール事業」を活用して、香港や台湾に商談に行かせてもらった
効果もあり、今年度は売り上げが大きく伸びている。最近は、当社がターゲットにしている香港、台湾
からの観光客が増えている。

・旅行会社は旅程にはほとんどダイビングを組み入れないので、ほぼ個人客である。

【課題】

・海外の旅行社のダイビングツアー造成の促進

観光客への対応

【現状】
・県の「美ら海対応ガイドダイバー育成支援事業」を活用して雇用した、英語・中国語対応可能な香港人
を継続して雇用している。潜水士の資格も取得しているので、主に香港人と台湾人の対応が可能となった。

・香港、台湾マーケット向けにSNSを通じたプロモーションを行っている。
・外国人観光客は、メールでの予約が多い。
・外国人観光客には、ダイビングの説明からダイビング終了までの一連の流れを同じ文化的背景を持つ
外国人に担当してもらうことで、安心安全なサービスを提供できると感じている。通訳を介すると、
人件費も倍になる。

社内状況
（雇用、社内教育等）

【現状
・冬季は夏季に比べて収入は大幅に減るが、年間事業計画を立てて雇用を確保している。
・冬季は漁業協同組合と協力し、修学旅行生等を対象としたサバニ体験、海ぶどうやサンゴ養殖場の見学
メニューも検討している。

・雇用については、今後も外国語対応可能な人材がいれば採用していきたいと考えている。3年後までに
2名は増やしたい。

【課題】

・人材不足

提案、提言

・県内の小学生向けに、ダイビング体験等を教育の一環として組み込んではどうか。沖縄の環境につい
て、誇りが産まれ、将来の雇用にも繋がるのではないか。沖縄はこれだけ美しい海に囲まれた島なの
に、それを子供のうちから認識する機会がなかなかないように思われる。

・ダイビング関連の資料を見ると、東京外でダイビングのライセンスを取得する東京の方の人数と、香港
外でライセンスを取得する香港人の人数はほぼ同数である。沖縄でもライセンスが取得できることにつ
いて認知度を高め、県内ダイビングスクールの一覧をHPにUPすることで、今後更なる誘客が見込める
のではないか。

・潜水士の資格試験を英語で受験できるようになると、外国語対応が可能となる事業者が増え、外国人観
光客がよりダインビングをしやすい環境づくりができる一方で、多くの外国資本が入ってくる可能性も
出てくると思う。外国資本が増えると、雇用は生まれるかもしれないが、沖縄県民の生活水準の向上に
は繋がりにくくなるのではないかと懸念している。沖縄県のためには、何らかの規制を設けておくこと
も必要ではないかと考える。

その他 ・香港ではダイビングを扱う旅行社が1社のみしかない。現地の旅行社にとっては、保険加入がネック
になっていると思われる。
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質問項目 O社（テーマパーク）

観光客の動向

【現状】
・来客数は年間135～140％で増加している。海外客:日本人客の割合は50:50である。海外客が増加して
いる。年間7万人が訪れるが、80％は団体客である。海外客は来館の多い順に台湾、韓国、香港、中国
であり、団体客である。

・団体客は予約を取って調整している。一日バス20台の時もあり、うまく回すように工夫している。
・個人客はレンタカーを利用して、ガイドブック等からの情報で訪れる。
・夏場は閑散期であり、繁忙期は10月～4月である。夏場は雨の日の集客がいい。

【課題】

・海外のお客様が増えてうれしいが、海外のお客様の声が大きいので、日本人客が敬遠して帰る。日本の
常識をどう対応させるかが課題である。

観光客への対応

【現状】
・団体客の場合、通訳のできる添乗員がついているので、外国人客は団体限定としている。
・レンタカー利用客の比率を上げたい。国内客は単価的に高い商品を購入して、郵送する。
・海外客は持ち込み制限があるので、いかにして高い商品を買ってもらうかが課題の一つである。
・海外客には泡盛の認知度は低く、沖縄に来ているというよりも日本に来ているという感覚がある。酒に
ついてもビール、ワイン、日本酒、ウイスキー、焼酎そして泡盛という順で知られている。

【課題】

・海外のお客様は日本の常識が分からない。1本5,000円の酒を自分の水筒に入れてしまったり、梅酒の
試飲がなくなると自分で新品を開けて試飲したり、つまみを拡げて宴会をしたりする。

・観光客の集客、売り上げを伸ばす方法を自分たちで考える。
・泡盛のブランド力を上げる。

社内状況
（雇用、社内教育等）

【現状】
・従業員については、去年一時不足したが、現在は充足している。
・海外客35,000人のうち、60～70％が台湾人なので、工場見学スタッフに外国人(台灣人)を入社させた
いが、日本語が出来る台湾人を探している。

・工場見学スタッフのレベルを上げる。接客レベルを向上させる。

【課題】

・商品の見せ方の工夫、商品をいかにアピールするか考える。
・スタッフの仕草、見た目を向上させる。

提案、提言

・全体的に泡盛の認知度は上がってきているが、消費量は減少している。伝統時は産業としての泡盛を通
して沖縄へのリピーター増加へとつなげて行く。

・観光業界のおもてなしの心に重点を置き、そのような人材を確保する。

その他

・ハード面を整える。外国人向けの説明部分を増やす。
・車いす対応は現時点では一階だけを見てもらっているが、将来的にはエスカレータやエレベータを設置
して上の階も見られるようにしたい。

・防災対策について、もっと検討する。施設の目印としての看板の検討。
・梅酒は外国にも認知度が有り売れる。日本酒として認知されているので、リキュールにも力を
入れる。
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質問項目 P社（テーマパーク）

観光客の動向

【現状】
・全体の取り扱い人数の客体別は、個人客65％、団体客35％。
・全体の取り扱い人数の国内海外別では、国内客80％、海外客20％。
・外国人観光客は、台湾・香港人観光客が多く、中国人観光客はいない。韓国人観光客は徐々に増えてき
ている。

・8月期は入園者数が多い月である。
・来園者は、雨天時などの天候の悪い時は減少するが、天気がよくて海が荒れている時は増加する。

【課題】
・今後は、団体客よりも個人客を取って行きたい。
・ターゲットは県内客である。県内客に来ていただきたい。県内客に来ていただけない施設にはしたくない。

観光客への対応

【現状】
・パンフレットの多言語化が充実してきた。
・現在、パンフレットは、英語・中国・韓国がある。
・外国人観光客への対応としては、今のところは問題は無い。
・多言語パンフレット（英語・中国・韓国）でどうにか対応ができている。
・ガイドテープに、中国語の他に、英語・韓国語も入れた。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・従業員は総勢45名。
・外国人従業員はいない。いた方が良いがまだその環境が整っていない。
・語学ができる従業員はいないが、特に問題は起きていない。

【課題】
・全体的に人手は不足している。
・募集をかけているがなかなか来ない。
・賃金が安く休みが無い、というイメージがついている。
・観光業はリーディング産業と言われているが、なかなか来たがらない。
・人材派遣会社に頼っている。

提案、提言 -

その他

・現在、入園口が改装中で、8月中旬頃には完成予定。
・沖縄に大企業が進出する話があり、競合する施設である為気にはなるが、その分泊数が増えてくれれば、
影響は特に無いのではないか？
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質問項目 Q社（エコツーリズム事業）

観光客の動向

【現状】
・取り扱うお客様の約95％は修学旅行で、現在は、年間で約60,000名程度。以前は、年間で約90,000名
（修学旅行以外も含む）を取り扱っていた。
・昨今、修学旅行の民泊が増えてきているが、民泊が増えると、体験が減る。
・今の夏場の時期は個人客がメインで、年間2～3,000名程度。

観光客への対応

【現状】
・沖縄観光全体で言うと入域は絶好調だが、国内観光客は微増。伸びたのは外国人観光客というのが現状
だが、外国人観光客の取り扱いはほとんど無い。

【課題】
・外国人観光客の取り扱いについては、外国語対応も含めて、今後、受入れ体制を整えながら、慎重にや
って行きたい。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・従業員を65歳まで雇用したいので、今後、雇用待遇面を確保していく。

提案、提言

・安全面等に対してしっかりと対応していない格安のマリンレジャー事業者が増えてきている。修学旅行
において、総括責任者もいなければ、保険にも加入していない模様。事故が起こってからでは、沖縄修
学旅行の評判も悪くなる。また、プログラムの質よりも量を求めすぎる業者が増えた。業界の健全なる
発展と共存、魅力ある観光資源のより長い利活用が出来るように、過度のダンピングを止めさせたい。
どうにかならないか？

・ダイビング事業者およびマリンレジャー事業者についてだが、きちんと大手のショップも対象事業者に
加えて欲しい。中小だけでは調査の意味が無い。

・ホテルにあるマリン関連事業者も調査の対象事業者に加えてもらいたい。
・ダイビング事業者とマリンレジャー事業者を分ける必要はないのでは？
・時間外の有無、残業時間が知りたい。

その他 -
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質問項目 R社 （エコツーリズム事業）

観光客の動向

【現状】
・子供を対象に自然体験学習を行っている。
・平成２３年の震災後に入客数が増加した。
・修学旅行の誘致が目的で、昨年１年間で17,000人以上が来た。
・今年は集客活動が十分でなかったので昨年より減少する可能性がある。

【課題】

・参加者に本島南部でできる体験学習を実施し、無事故で送り出すこと。

観光客への対応

【現状】
・南部６市町で出入りがあるが、沖縄歴史、文化体験、沖縄の食育体験、農業体験、漁業体験、環境学
習、インドア体験など予約制のコースを準備している。

・壕の体験学習の事前資料配布、ヘルメット着用、懐中電灯の貸し出し。壕の状態確認は事前に一通り
導線を回って確認している。

・賠償責任保険、傷害保険などの保険に加入。二年間一度も事故、けががない。学校側は１人３００円
支払うが、参加希望の学校は増えている。(倍増)

【課題】

・沖縄県全体としては、学習を行う前段階の準備が出来ているとは言い難い。特に安全対策については
意識が低い。事例として、畑でサトウキビを刈る前にハブを追い払う準備がない、鎌使用時に軍手の
準備がなく、子供がサトウキビの葉で手を切ることがあった。また、救急箱や基本的な救急法も十分
ではなく、アフリカマイマイへの危険性の意識欠如など。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・自然体験指導者南部６地域で２００人安心安全の体制を整えた。下記の講習を30時間以上かけて実技
中心に実施。

1.体験活動の指導について
2.グリーン・ツーリズムとは
3.体験学習と教育関係の法律
4.教育旅行について
5.最近の動きとエコツーリズムについて
6.体験活動リーダーの役割とは
7.都市生活者の求める体験と地域
8.体験の実施について
9.リーダーの位置とホスピタリティー
10.ガイドに求められる基本的な接遇について
11.プログラムの基本的な考え方
12.話し方
13.コミュニケーション
14.リーダーとしての関連法令について
15.指導者のための保険の知識
16.体験活動の安全対策について
17.救急蘇生法(応急手当)について
18.実技プログラムの作り方

NEALリーダー（※）の資格発給できるものが３名いる。
（※）Nature Experience Activity Leader 自然体験活動指導者

【課題】

県全体では指導者育成が不足している。安心安全でない。

提案、提言

・旅行者に安心安全に体験学習ができるように準備段階から意識を持って行動する。
・エコツーリズムを行うに当たり、想定される事故に対応できるルール作りをする。
・沖縄県は全体的に見て指導者養成が抜けている。指導者の育成に県からも補助してもらう。
・エコツーリズムを体験し、リスクマネージメント、法律への流れで大学の授業の単位にする。

その他
・当団体の目的は地域活性化であった。南部の市町長と協議して教育旅行の目的で修学旅行の誘致を行う
こととした
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質問項目 S社（文化施設）

観光客の動向

【現状】
・一年通して外国人全ての把握はできないが団体予約の外国人では把握できる。
・現場で感じるのは外国人客はアジア系が多い。
・ショップで来店した日本人客、外国人客、年齢層を集計している。
・バリアフリーなのでクルーズ船のシニア(ヨーロッパ等)の方が来られる。
・来館者数はイベントによって左右される。最高値が平成２２年の1年間で５２万人(通常年間４０万人
以内)だった。

・観光客の多様化によって個人客としてレンタカー、モノレールで来館。団体は修学旅行・社内ツアーが
多い。

・一日の来館数は少ない時で６００-７００人、多い時で３，０００人程度である。

【課題】

・交通の渋滞と駐車場の満車によって乗用車やレンタカー利用の客を逃している。

観光客への対応

【現状】
・観光客の１０％は外国人。
・外国人客はアジア系が多い。
・外国人対応は、受付付近にあるタブレットが多言語対応(日・英・中・韓)で館内のマナーやアンケート
などに対応している。また、常設展の音声ガイドも日本語を含め５カ国語対応している。

・発券窓口では県で翻訳してもらった展覧会に関する概要のチラシを来館した外国人に手渡している。
・クーポン券や割引券が活用できる。
・県外の観光客にはクルーズ船やモノレール駅、ホームページ等で告知している。
・入域観光客数700万人というが当施設ではあまり実感がない。

【課題】

・クルーズ船の増加で外国からの来館客は増えているがショップは免税になっていない。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・付近の施設とイベントが重なると渋滞する。
・施設内の駐車場は１４０台駐車できるが、満車になりやすい。バス専用駐車スペースを使用すると１５０
～１６０台駐車可。

・修学旅行では常設展示で３０分くらいの滞在時間。他のレジャー施設と違うので、ジレンマあり。
・学校、社内のツアーでの利用もある。
・展覧会ごとにショップ等で関連品を販売している。
・展覧会担当者とショップで相談をして取扱い商品の入れ替えもしている。

【課題】

・駐車場スペースの拡大。
・修学旅行はプロモーションがかけにくい。

提案、提言
・付近に共通で使える大規模な駐車場施設があってもいいのではないか。
・休日には近隣の公的機関の駐車場など開放して利用させてほしい。

その他 -
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質問項目 T社（文化施設）

観光客の動向

【現状】
・国内客数は以前とそれほど変わらないが、台湾からの観光客が増えてきているので、全体でみるとお
客様の数は増加傾向にある。

・売上も増加傾向。
・海外からは、台湾からのお客様が特に増えているが、一昨年に台湾のメディアで紹介されたことがあ
る。それ以降、口コミで広がっているのではないかと考えられる。

・海外客はレンタカー利用の若者、ファミリー層が多い。
・国内客については、今年テレビ番組で紹介されたこともあり、例年ゴールデンウィーク後はお客様の
数は減少するが今年は増加した。

・国内客の客層は年配の夫婦が多い。
・旅行会社に対してコミッションはお支払しないことにしているので、団体客は減少している。
・冬季は修学旅行生が増える。

観光客への対応

【現状】
・日本語、英語及び中国語のパンフレットを用意している。
・施設の雰囲気を味わってもらうため、施設内には説明版は設置していない。スマートフォン等から

QRコードを読み取ってもらい、詳細の説明を見てもらうようにしている。QRコードの表示板は施設
内に6～7箇所あり、英語、中国語対応している。

・英語対応可能なスタッフもおり、今のところ現在の対応で十分である。
・お客様によっては、施設の内容に対して料金が高いと感じている方もいると思うので、お茶と簡単な
お菓子をサービスしている。

・建物の老朽化が進み一部修繕が必要だが、費用の問題がある。行政の補助金は使いにくいところがある。
・バス停から施設までの距離が非常に遠い。
・海外客は、「沖縄」らしいものよりも「日本」らしいものをお土産に選ぶ方が多い印象なので、その様
なテイストのお土産も用意している。

【課題】
・修繕費用の確保
・インフラ整備

社内状況
（雇用、社内教育等）

【現状】
・従業員の平均年齢が60歳以上。

提案、提言 ・バスの路線図がわかりにくい。インターネット等でももっとわかりやすいように整備してほしい。

その他

・台湾のウェディング客が突然、ロケーション撮影に来ることがある。
・古い施設なので、大勢のお客様を一遍に受け入れることはあまり想定していない。
・当施設は、団体が一気に来て観覧して一気に帰っていくというよりも、一定数の人々がゆっくりじっく
り見ていく、一時を過ごすという観覧の仕方が理想的な方法だと思う。

・積極的なプロモーションはまだ考えていないが、閑散期には、県内の方向けにも働きかけは必要だと感
じている。県内の方々にも来て貰う為にはどうすればよいのかを今後考えて行きたい。
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質問項目 U社（文化施設）

観光客の動向

【現状】
・沖縄県への入域観光客数の増加に伴い、観光客が増えている。（特に外国客）

【課題】

・外国客向けの表示等の工夫

観光客への対応

【現状】
・日本語、英語、中国語(繁・簡)、韓国語パンフレットを用意している。直接外国人を３名雇用している
他、OCVBの多言語コールセンター（現：多言語コンタクトセンター）を活用している。

・大型クルーズ船来航時は外国客が増えるため、それに対応するために交通の案内や商品の説明のために
外注で通訳を配置している。

・様々な国からのお客様へ対応するため、施設の利用案内等をピクトグラムで表示している。

【課題】

・常時、看護師を配置しているが、外国客の急患の場合、医療施設の利用にあたり意思確認に通訳が必要。

社内状況
（雇用・社内教育等）

-

提案、提言

・ハード面で、Wi-Fi通信ができる所が敷地内で限定されていることと、通信会社が異なっているので
Wi-Fi機能が全体をカバーできるような施設が望ましい。Wi-Fiが繋がれば、外国人客も利用しやすく
なり、サービス向上につながると考える。

その他 -
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質問項目 V社（リゾートウエディング）

観光客の動向

【現状】
・全体の取り扱い件数は、国内85％、海外15％。
・海外の取り扱い件数は、香港・台湾が多い。
・沖縄県観光入域客数が絶好調なのと比例してリゾートウエディング組数も伸びているが、伸びているの
は新規参入事業者で、既存事業者は伸びていない。今年1～6月の半年間の取り扱い件数を見ると前年
を落としている。

・リゾートウエディングの参列者は、なかなか増えて来ていないのが現状。
・平均参列者は15名～20名程度。
・沖縄のリゾートウエディングとハワイのリゾートウエディングとでは、コスト感は、参列者人数が多い
こととパーティー実施で沖縄の方が高い。

・リゾートウエディングを取り扱っている旅行会社でも、沖縄を露出させているところは限定的で、現状
からすると、お客様からの指名待ちで、旅行会社で沖縄を申し込む割合は30％程度。残りの70％はウ
ェディング会社からの申込。逆に海外ウェディングは旅行会社での申し込みが70％。

【課題1】・・・今後もリゾートウエディング需要は続くと思っている。その前提で、
・ホテルが増えてきているので、新規ホテルとの連携を行っていく。
・不動産業者と相談し、チャペルを建てる為の土地探しを行っていく。専門的なサービスができる独立型
チャペルを作ることが理想である。

【課題2】
・沖縄をリゾートウエディング候補地として選んでいただける為には、ブランドとしてもっとしっかりと
作っていかないといけない。

観光客への対応 -

社内状況
（雇用・社内教育等）

【雇用について】
・多言語ができるスタッフは少ない。
・中国人スタッフを4名雇用している。
・2週間程度の期間で、専門学校や高校生のインターンシップ生を受け入れている。

【営業拡大について】
・離島に進出したいが、少ないパイを取り合う為、採算が厳しい。
・離島では特にカメラマンなどの確保が厳しい。

【雇用に関する課題】
・今後は、外国人従業員を幹部候補生として雇用し、管理職として育てて行きたい。

提案、提言

・リゾートウエディングは、業種で言うと「動植物園・文化施設等」に含まれているようだが、単独で
「リゾートウエディング」という区分もあったほうが良いのでは？

・参列者の送迎係りを新郎自らが運転手となってやっている姿を見かけることがある。移動手段の一つ
として外国人含め自動車を運転できない、運転したくないという方もたくさんいらっしゃるため、鉄軌道
も必要なのでは？

その他 -

第6章 事業者ヒアリング



109

質問項目 W社（旅行会社）

観光客の動向

【現状】
・7月の収入は、台風の影響でギリギリ前年クリア。
・8月の需要は、そこそこ入ってきている。
・下期は、海外が良くないため。その分、社内で沖縄強化。
・昨年下期は美ら海水族館の貸切イベントをやった。今年下期は実施無し。
・WEBは好調。
・国内旅行では、関西・北陸・九州方面が堅調。TDRはそこそこ良い。
・海外旅行では、台湾が1番人気。グアム・ハワイは良い。韓国・ヨーロッパは不調。

【下期の国内旅行対策】
・個人は「もう1泊」、「さらに離島へ」などのモデルコースを作って、前年金額実績超えが目標。
・団体は第4四半期に、斡旋団体を集中的に取り込む仕掛けをし、前年実績をKEEPする。
・パーソナル商品の特典は前年と変えていない。前年並みである。

観光客への対応 -

社内状況
（雇用・社内教育等）

-

提案、提言 -

その他
【調査協力について】
・日銀や観光庁の調査事業にも協力をしている。手法は電話でのヒヤリング方式。
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質問項目 X社（タクシー事業）

観光客の動向

【現状】
・外国人客が増えている。外国人客は、アメリカ人、台湾、中国、韓国人であるが、観光地巡りで欧州の
人は滅多に見られない。

・県外客はツアーで行くような場所ではなく、地元民がいくような場所に出かける人が増えてきた。
・タクシーについては外国人のリピーターはない。
・旅行者の傾向として、中・韓は安く、日本人は快適さ、を求めているようだ。

【課題】

・予約してきた観光客の要望に応えられるように工夫している。
・外国人客との対応は英語で対応するように検討している。指さしシートの活用。

観光客への対応

【現状】
・日本人観光客の目的地に対する尖鋭化。予約の時に行程に食事のおいしいお店を組むよう工夫する。
年齢、嗜好などで行程を組んでいく。こういう利用の仕方をする客は増えている。

・県外客は自分で調べていく人が増えた。レンタカー利用者は増えたがゆっくりの人はタクシー。沖縄
観光はリピーターが多いので、店を指定したり、スピリチュアルな場所などの問い合わせもある。

・外国人観光客からの問い合わせについては英語が基本(ベース関係者多し)である。
・外国人客に対しては指さしシートを活用している。東京の方で出してたシートも活用。

【課題】

・外国人客からの電話は英語が多い。英語の音声だけなので対応が難しい。わかる単語で判断することが
多い。

・ネイティブな英語聞けるか。動揺しないよう練習が必要。

社内状況
（雇用、社内教育等）

【現状】
・外国語話せる乗務員が少ない。従業員は高齢者が多い。若者が入ってこない。
・電気タクシー導入、問い合わせあったが利用上の注意で敬遠される。
・外国人客が多くなってきたので、英語教育の資料を収集しているところ。選択および実施方法を検討中。

【課題】
・利用客にタクシーを利用する気持ちを持たさなければ需要が伸びない。

・人材養成は費用もかかる。
・オペレーターも外国語教育が必要。
・接客の改善、時間がかかるが取り組まなければ発展がない。
・観光乗務員３２人いたが、失効が多い。また増やしていかなければならない。
・稼働率が80％台なので90％に持っていく。
・若い人が入社しやすいシステム作り。
・自分の仕事に誇りをもたせる。

提案、提言

・業務別の教育プログラムや業種ごとに使えるものを集めた用語集が欲しい。
・歴史に興味がある観光客の為に日本・沖縄・外国の文化が比較できる年表。
・観光についての情報について(OCVBへの要望)アガイマーイの資料パンフレット
・バリアフリーの施設一覧、サマータイム、トイレ施設、キャンプ情報などOCVBで一元的に見られたら
よい。

その他
・観光客の尖鋭化の例として、泡瀬の漁港、都屋漁港、久高島の安座間漁港、南部ではカフェの指定が増
えた。道の駅だけ指定するお客様。ダイバーは砂辺に行く人が増えてきている。

・タクシーの利用は横ばい。
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質問項目 Y社（輸送サービス）

観光客の動向

【現状】
・沖縄観光入域客数は絶好調。それに比例して、利用客数も増えている。
・外国人観光客数も増えている。順位としては、1位台湾、2位中国、3位韓国、4位香港。
・地元客も増えている。
・朝と夕方は、地元客と観光客の利用時間帯が重なり、かなり混雑している。
・地元の通勤客がICカードを利用している。
・ＱＲ券の使用方法がわからない利用客で、空港駅が混雑するケースがある。

【課題】
・多言語表記・多言語放送が急務となっている。補助事業で車両内に多言語の車両案内表示器設置を進め
ている。

・「沖縄観光推進ロードマップ」の観光客1,000万人に対応するには、需要のピークを平準化することが
必要で、企業は突出した需要ピークに合わせた設備投資は出来ない。

観光客への対応

【現状】
・外国人観光客への対応としては、指差しやジェスチャーなどで対応している。
・外国人観光客から、どの駅で降りたらいいかなどの問い合わせには、マップなどを使って対応している。
・どうしても言葉が通じない場合には、OCVBの「多言語コールセンター（現：多言語コンタクトセン
ター）」を案内するケースがある。

社内状況
（雇用・社内教育等）

【現状】
・外国人従業員は雇用していない。
・外国語ができる従業員は、駅員で数名いる。
・以前、駅員従業員を対象に、OCVBの「外国語講師派遣支援事業」を活用し、講師を呼んで語学講習を
行った。受講者からは効果があったと聞いている。

提案、提言

【緊急非常時対策について】
・地震が起きた場合などは、駅の構内を開放して待機させている。
・沖縄県主導で、早急に非常時のピクトグラム・多言語の文案・避難場所地図などを整備して、県内で
統一された外国人への避難誘導手法を確立していただきたい。

【新たな調査について】
・今後も沖縄の観光入域客数は増えていくが、国内観光客・外国人観光客別に、2次交通を利用する割合
がどれだけあるのか、混在率調査をしていただきたい。上述にあるように、地元客と観光客の混雑ピーク
時間帯の分散など、需要を平準化する施策に必要である。

【朝・夕方の混雑対策について】
・時差出勤施策など、沖縄県で広く推奨することができないか？

【その他】
・沖縄県で登録されている通訳士で、未就労の方がいれば、観光施設などに紹介して、有効に活用をしたら
どうか？

その他 -
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質問項目 Z社（レンタカー事業）

観光客の動向

【現状】
・観光客の６割がレンタカー予約する。
・夏は一日の中で１１～１２時が客のピーク、空港出口にレンタカーの受付待ち観光客が多く並んでいる。
・外国人が係る事故率は４％(通常１％)である。８割が駐車場であったが、最近は６割になった。減少し
たわけではなく、別の場所で事故が増え、相対的に減少したように見える。

・クレームは迷惑・違法駐車で駐車違反の外国人が多い。発生件数の半分を占める。

【課題】

・受付待ちの観光客が多くてレンタカー事業者のバスで一遍に運べない。外で待たさないよう改善して欲
しい。空港のレンタカー利用者対応は受付待ちのスペースが取れず、ロビー内が混雑するという敷地
の問題もあるが改善して欲しい。

観光客への対応

【現状】
・空港からのレンタカーの受け付けはバス１台で空港から事業所へ移動して行うが、空港ロビーが狭く、
レンタカーを希望する観光客は中の島と呼ばれる外の空間で待たなければならず、夏は暑く、冬は
寒い思いをしなければならない。

・外国人観光客のレンタカー利用は免許の問題があり、国籍で限定される。
・外国人に対する説明はスタッフと通訳の三者で話す。手続きの時間は長くない。
・レンタカー利用客の帰りについては事業所から送迎バスで３階へ運ぶので問題なし。
・外国人の運転の目印は差別的にならないように検討中。
・カーナビは４か国語対応(日・英・中・韓)。空港ではノボリ(英・韓)で歓迎している。

【課題】

・外国人客は日本人客の３倍の事故率。標識についても事前に説明しているが不慣れである。来沖前にあ
る程度の情報を流す。

社内状況
（雇用、社内教育等）

【現状】
・夏の繁忙期と冬の閑散期の車の調整をしている。雇用については派遣社員で調整している。
・求人は２-３年位前から募集しても集まりづらい。求人情報誌のレンタカー求人票が減らない。大型店舗
の高時給で、そこに求人が流れる。

【課題】

・客単価の問題は季節変動があり、閑散期に設定するとなかなか上げられない。
・過当競争どこかが下げると並ばなければならなくなる。
・人件費は時給で調整してしのいでいる。

提案、提言
・レンタカーについて、導線としては国際線ターミナルは現在のところ問題ないが、今後外国人観光客が
増えるとわからない。そうなる前に対策を立てるべきである。

その他 -
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