
様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 地域観光の支援 実施計画記載頁 331

対応する
主な課題

①沖縄県の39の有人離島は、本島・本土からの交通アクセスや高い移動コストなどの課題を抱えており、一部の離島を除いて県外での知名度が低い。このた
め、個性豊かな伝統文化や自然環境等の魅力を生かした観光を推進し、滞在日数の増大や観光客一人当たりの消費額の増加を図ることが重要である。
②離島観光の国際化や多様化する観光ニーズに対応するためには、離島の魅力ある資源を生かした観光プログラムの創出、国内外における離島の認知度向
上、新たな旅行市場の開拓等の課題に適切に対応する必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(12)-ア 観光リゾート産業の振興
施 策 ①　島々の個性や魅力を生かした着地型観光プログラム等の開発

施策の小項目名 ○着地型観光プログラム等の開発支援

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　県内各地域の観光振興を図るため、離島観光振興会議等による各市町村等との意見
交換を行い、地域の観光振興の方向性及び課題等を共有する。
　また、専門的な知識を持つ観光まちづくりアドバイザーを市町村等へ派遣し、市町村等
が抱える課題等に対し助言及び指導を行う。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

20件
意見交換会
（参加市町村
数）

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 地域観光支援事業

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　久米島、八重山、宮古各圏域での離島観光振
興会議を実施するとともに、市町村等へのアドバイザー派遣
を5件行った。

3,628 3,529 県単等 ○R元（H31）年度：　離島観光振興会議の対象をこれまでの３
圏域（久米島、八重山、宮古）に加えその他の離島を有する全
市町村を対象とし、優良事例や課題の共有を図る

県単等 直接実施 2,789 2,514 3,202 2,089

市町村、観光地域観光協会等の主体的な観光振興の促進



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 意見交換件数（参加市町村数） H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　離島観光の振興を図るための離島観光振興会
議を、久米島、八重山、宮古圏域で開催（６市町
村参加）した他、大宜味村やうるま市、その他市
町村観光協会等との意見交換を実施した。また、
次年度の取り組み方法を検討するためアンケー
トを実施した。
　その他、観光まちづくりアドバイザーの派遣を５
件行った。

19件 20件 17件 23件 24件 20件 100.0%

3,628 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　定例的に実施している離島観光振興会議の
他、観光協会等の会議等における意見交換を行
い、市町村が抱えている課題等の整理や県の観
光施策の共有化を図ることができた。意見交換
件数は計画値（20件）を上回る実績（24件）とな
り、順調であった。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成30年度の取組改善案 反映状況

①観光まちづくりアドバイザーの派遣については、県からの直接的な情報提供のみでは
なく、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー主催の地域観光協会等会議など
でも情報提供を行い、更なる掘り起こしを図る。

②観光まちづくりアドバイザーの派遣希望団体からの希望に応じた複数回の派遣などに
も臨機応変に対応する。

①観光まちづくりアドバイザー派遣について地域観光協会等会議をはじめ様々な機会
を利用して情報提供・周知を行い、積極的に市町村等に働きかけることができた。

②アドバイザーを名護市へ４回派遣し、複数回派遣を実施することで、より体系的かつ
要望に沿った助言・指導が出来た。
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４　取組の改善案（Action）

・平成31年度の離島観光振興会議は全離島を含め合同で実施し、類似環境等に応じた市町村のグループ分け、優良事例や課題の共有など、新たな形での実施を検討する。ま
た、以降の開催方法については実施結果に応じて再検討するなど柔軟に対応する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・定例的に実施してきた会議が恒常化しており、実施したアンケートにおいても方法を一
部見直すべきとの意見があった。

・これまで離島観光振興会議を実施してきた３圏域（久米島、八重山、宮古）に加え、そ
の他の離島においても観光客が増加するなど、課題を抱える市町村が多岐にわたって
おり、その状況は離島の規模等により異なるなど、課題は多様である。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・離島観光振興会議の開催方法の一部見直し、また会議参加対象の再検討を行う必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 離島観光活性化促進事業 実施計画記載頁 331

対応する
主な課題

①沖縄県の39の有人離島は、本島・本土からの交通アクセスや高い移動コストなどの課題を抱えており、一部の離島を除いて県外での知名度が低い。このた
め、個性豊かな伝統文化や自然環境等の魅力を生かした観光を推進し、滞在日数の増大や観光客一人当たりの消費額の増加を図ることが重要である。
②離島観光の国際化や多様化する観光ニーズに対応するためには、離島の魅力ある資源を生かした観光プログラムの創出、国内外における離島の認知度向
上、新たな旅行市場の開拓等の課題に適切に対応する必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(12)-ア 観光リゾート産業の振興
施 策 ②　観光客増大に向けた誘客活動の推進

施策の小項目名 ○誘客活動の推進

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　離島への観光客数を増やすため、離島路線の新規開設または定期便化などを促進す
るためのチャーター便支援や離島の商品造成支援を行うほか、県外での旅行博への出
展やメディアを活用したプロモーションを実施する。各離島観光協会へプロモーション等
を委託する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 離島観光活性化促進事業

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　離島への観光客数を増やすため、引き続き
チャーター便支援の実施、認知度の低い久米島や15離島など
その他離島への支援を重点的に実施した。

197,399 271,500
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：　チャーター便支援の実施、認知度の低い
久米島や15離島などその他離島への支援を重点的に実施す
るとともに、下地島空港への定期便を支援する。

一括交付
金（ソフト）

委託 291,905 331,396 334,549 316,126

離島チャーター便を利用した旅行商品への支援を行い、離島観光の需要喚起及び路線就航

につなげる

50件

支援件数

30名

旅行社等招聘数

離島旅行商品造

成への支援
小規模離島の認知度向上プロモーション

10件 支援件数



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 チャーター便を利用した旅行会社への支援 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　県外空港から県内離島空港に到着するチャー
ター便を利用する旅行会社に対して補助を行うと
ともに、観光客が比較的少ないエリア（本島周辺
15離島）へ県外の旅行社やメディアを招聘し、旅
行商品の造成及び広く知られていない離島観光
資源のPRを行った。

79件 61件 79件 38件 14件 50件 28.0%

197,399 やや遅れ

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

13名 37名 33名 33名 34名 30名 100.0%

活動指標名 小規模離島の認知度向上プロモーション H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　チャーター便を利用した旅行会社への支援数に
ついては、実績値（14件）が計画値（50件）を下
回っているが、宮古島や石垣島へ新たな路線が
就航するなど、チャーター便支援の本来の目的
（定期化）の観点でいくと、概ね目標を達成できて
いる。平成30年度の定期便は15便となり、平成29
年度の11便から４便増加している。
また、小規模離島の認知度向上プロモーションに
ついては、旅行社等招聘数が34名と目標を達成
した。本事業による誘客プロモーションもあり、小
規模離島の観光客数は増加傾向にある。

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成30年度の取組改善案 反映状況

①県外の旅行会社と離島観光事業者とのマッチング及び旅行商品造成等を行う『離島
コンテンツフェア』、その商談によって造成された旅行商品への助成を行う『旅行商品造
成支援』を見直す。

②本土直行便が増えつつあり、入域観光客数が着実に増加している石垣・宮古につい
て、チャーター便支援を廃止し、認知度の低い久米島や１５離島など、その他離島への
支援を重点的に実施する。

①②石垣・宮古については、入域観光客数が増加傾向にあることから、これらの離島に
係る旅行商品の造成の自走化の促進を図るとともに、その他離島への支援を強化する
ためチャーター便支援を縮小した。
　また、近年の旅行客のＦＩＴ（海外個人旅行）化、民間における様々な離島観光商品の
増加、を踏まえ、離島コンテンツフェア及び旅行商品造成支援を廃止し、WEBを活用し
た離島コンテンツの発信強化へ移行した。
　さらに、本島周辺離島を対象とした「１５離島等重点プロモーション」「旅行社・メディア
等招聘」について、これまでの「１５離島」一括でのプロモーションから、島ごとのプロ
モーションにシフトし、各離島の実情にあわせた展開を幅広く柔軟に実施した。
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４　取組の改善案（Action）

・認知度の低い本島周辺の小規模離島について、平成30年度に実施したマーケティング調査を踏まえ、それぞれの島に親和性の高いターゲットに向けたプロモーションを実施
し、認知度向上および効果的な誘客に繋げる。
・下地島空港に国内路線を新規就航する航空会社に対し、インセンティブ支援を実施することで宮古島への交通アクセスを拡充し、県外からの観光客のさらなる誘客を図る。

○内部要因 ○外部環境の変化

・平成31年３月に供用開始となる下地島空港の利活用は県の重要施策であり、離島振
興の観点からも後押しが必要である。

・宮古島、石垣島では本島同様に好調に市場が拡大している一方で、本島周辺の小規
模離島に関しては、市場における認知度や観光情報が不足している。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・主要離島（宮古圏域・八重山圏域・久米島圏域）に加え、小規模離島の認知度向上に向けたプロモーションを実施し、さらなる誘客を図る必要がある。

・下地島空港の開港に伴い、インセンティブやプロモーションの強化を図る必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度
平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動

計画
決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

予算事業名

一括交付
金（ソフト）

委託 2,462,268 1,793,620 2,062,530 1,554,395

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度

平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動
計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　プロモーション地域数は14箇所の目標値に
対して、30箇所の実施となった。

957,404 1,011,000
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：　プロモーション地域数は14箇所の目
標値に対して、14箇所の実施を計画している。

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 沖縄観光国際化ビッグバン事業（戦略的誘客活動推進事業）

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　離島への観光客を増やすため、外国人観光客を対象とする離島旅行商品のプロモー
ション、チャーター便の就航に対する助成等を行う。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

14箇所
プロモーション
実施地域数

主な取組 沖縄観光国際化ビッグバン事業（戦略的誘客活動推進事業） 実施計画記載頁 332

対応する
主な課題

②離島観光の国際化や多様化する観光ニーズに対応するためには、離島の魅力ある資源を生かした観光プログラムの創出、国内外における離島の認知
度向上、新たな旅行市場の開拓等の課題に適切に対応する必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(12)-ア 観光リゾート産業の振興
施 策 ②　観光客増大に向けた誘客活動の推進

施策の小項目名 ○誘客活動の推進

外国人観光客を対象とする離島商品に対する助成
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活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

平成30年度の取組改善案 反映状況

①各市場におけるニーズに合致した魅力に合わせて、沖縄本島と離島を組み合わせた
商品、若しくは離島のみの旅行商品を発信する。

②旅行博での発信や旅行社への情報提供に際して、離島に行く際の航空便の情報につ
いて香港、東京、関西から直接訪れることができる環境を明確に伝えていく。

①海外展開に積極的な地域や事業者と連携して欧米の旅行博に出展しセールスを
行ったほか、離島を中心とした情報を日本政府観光局とも連携して発信した。

②香港を経由して石垣を訪れる旅のスタイルや、国内路線を活用して離島に直接入
る旅行のスタイルも併せて発信した。

　東アジアと離島空港を結ぶ国際航空路線の
拡充や、海外の旅行博覧会等における沖縄
観光プロモーションに取り組んだ結果、八重
山地域、宮古島圏における観光客数（空路）
は165.8万人（平成29年度）から177.6万人（平
成30年度）へと増加した。平成30年度は目標
達成済みであり、引き続き外国人観光客の誘
致強化を図る。

※（入域観光客数については、空路の国内外
含む）

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

活動指標名 H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 プロモーション実施地域数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　重点市場（台湾、韓国、中国、香港）の旅行
博における11箇所計22回の沖縄観光ブース
の出展及び戦略開拓・新規市場（東南アジ
ア、北米、欧州、オーストラリア、ロシア等）の
旅行博における14箇所計30回の沖縄観光
ブースの出展等を行った。

25箇所 30箇所 29箇所 26箇所 25箇所 14箇所 100.0%

957,404 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・旅行博・商談会等において各市場のニーズに合致する離島のコンテンツを、路線情報等とともに提示することで、訪問イメージを抱かせる。
・離島の観光事業者に共同出展を促し、消費者の具体的来訪意欲を醸成するとともに現地旅行会社による商品化に繋げる。

○内部要因 ○外部環境の変化

・欧米、豪州等では、ビーチや自然を求めるニーズが強く、離島の観光コンテンツとの親
和性が高い。
・離島の観光関係団体が海外での旅行博等に県/OCVBと共同出展する事例が増えて
いる。
・引き続き冬場の観光コンテンツを増やす必要がある。

・下地島空港に香港及び東京からの定期便の就航が決定したほか、海外航空会
社・旅行会社の一部がチャーター便の実施に関心を示している。
・欧米、豪州等から慶良間等を訪れる観光客が増加している。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・欧米・豪州等の旅行博等では、離島のコンテンツを意識して発信する必要がある。
・旅行博・商談会等において、離島に関心を持った消費者・旅行会社に対し、具体的な情報を発信する必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 クルーズ船プロモーション事業 実施計画記載頁 332

対応する
主な課題

②離島観光の国際化や多様化する観光ニーズに対応するためには、離島の魅力ある資源を生かした観光プログラムの創出、国内外における離島の認知度向
上、新たな旅行市場の開拓等の課題に適切に対応する必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(12)-ア 観光リゾート産業の振興
施 策 ②　観光客増大に向けた誘客活動の推進

施策の小項目名 ○誘客活動の推進

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　国内外のクルーズ船社への誘致活動や旅行会社等と連携した商品造成支援等を行う
とともに、受入体制を強化し、クルーズ船の寄港促進を図る。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光振興課 【098-866-2764】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 クルーズ船プロモーション事業

主な財源 実施方法
H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額 決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源 ○H30年度：　クルーズ船の寄港促進を図るため、船社訪問等
の誘致活動を７地域で実施した。また、クルーズ船受入団体
への支援などの事業を実施した。

52,063 90,500
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：　クルーズ船の寄港促進を図るため、船社
訪問等の誘致活動を７地域で実施し、また、クルーズ船受入
団体への支援などの事業を実施する。

予算事業名

一括交付
金（ソフト）

委託 119,415 107,463 105,792 79,916

決算額 決算額 決算見込額 当初予算額 主な財源

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

○R元（H31）年度：

○H30年度：
主な財源 実施方法

H30年度 R元（H31）年度 平成30年度活動内容と令和元年度（平成31年度）の活動計画

決算額 決算額

クルーズ寄港への助成、誘致プロモーション等の実施

７カ所

ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ実施

地域数



様式１（主な取組）

活動概要

進捗状況の判定根拠、要因及び取組の効果

 (２)これまでの改善案の反映状況

活動指標名 プロモーション実施地域数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　クルーズ船の本県への寄港促進を図るため、
船社訪問や展示会参加など一連の誘致活動を７
地域で実施した。また、乗客の満足度向上を図る
ため、クルーズ船受入団体への支援など受入体
制強化のための事業を実施した。

7カ所 7カ所 7カ所 7カ所 7カ所 7カ所 100.0%

52,063 順調

H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

達成割合
A/B

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)

　船社訪問や展示会参加等の誘致活動を中国、
韓国、米国など７地域で展開し、順調に取組を推
進した。平成30年における本県へのクルーズ船
寄港回数は528回で対前年比で13回、約2.5％増
となった。海路の入域観光客数は1,123,800人で
対前年比で235,500人、約26.5％増となった。とも
に前年を上回り順調に推移している。

活動指標名 ― H30年度

実績値

H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 実績値(A) 計画値(B)
達成割合

A/B

平成30年度の取組改善案 反映状況

平成29年度末に策定した「東洋のカリブ構想」に基づき、フライ＆クルーズの推進、南西
諸島周遊クルーズの誘致、沖縄でのクルーズ・カンファレンスの開催等に取り組む。

「東洋のカリブ構想」に基づき、平成31年度以降の予算の確保及びフライ＆クルーズの
推進に向けた取り組みを開始するとともに、大手クルーズ船社の幹部を招聘した第1回
目となる「沖縄クルーズ・カンファレンス」を平成30年11月に開催し、、県内外のクルーズ
関係者と大手クルーズ船社との連携強化及び日本におけるクルーズビジネス拠点して
の沖縄の重要性の発信を行った。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・本部港においては受入体制整備のため調査事業を実施し、課題の抽出から対応策の検討を行う。
・欧米豪向けに沖縄の寄港地としての認知度向上のためのプロモーション活動を展開するとともに、誘致活動を強化する。
・各地域のクルーズ促進連絡協議会との連携強化をはじめ、沖縄県クルーズ促進連絡協議会等の場を活用し、誘致・受入にかかる課題の共有や解決に向けて、官民一体と
なった取り組みを推進する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・これまで寄港の少なかった平良港や中城湾港でもクルーズ船の寄港が増加傾向にあ
り、各港でクルーズ船受入に関する体制強化が進んでいる。
・一方で、クルーズ船の寄港増により、特に離島地域においてはバス不足やガイド不足
など受入面での課題が生じている。

・主要なクルーズ船社が中国をはじめとした東アジアに配船を進めるなどクルーズ人口
が増加しており、東アジアのクルーズ市場は拡大傾向にある。
・那覇港だけでなく、平良港、中城湾港へのクルーズ船の寄港も増加している。
・中国や台湾などアジアからのクルーズが好調である一方、欧米客向けクルーズの寄
港が少ない状況である。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・平成29年度に策定した「東洋のカリブ構想」に基づき、「フライ＆クルーズの推進」、「南西諸島周遊クルーズの誘致」、「クルーズ・カンファレンスの開催」の３つの柱を軸に、全
県的にクルーズ船の誘致・受入が推進できる体制の構築を図る必要がある。

３　取組の検証（Check）

(1)推進上の留意点（内部要因、外部要因の変化）


