
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

県単等 直接実施 2,789 2,514 3,202 2,089

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。

 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 誰もが生き生き観光まちづくり事業

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
意見交換件数
(参加市町村数)

主な取組 地域観光の支援 実施計画記載頁 197

対応する
主な課題

⑤中高年及び外国人の観光客増大に対応するため、公共施設や観光拠点施設のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化など人に優しい安全・安心・快適な
観光地づくりに取り組む必要がある。また、多様化する観光需要に対応するため、沖縄らしい風景づくり、憩いの場やレクリエーション施設の整備など、国際的
な観光リゾート地にふさわしい観光まちづくりに市町村と連携して取り組む必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備
施 策 ②　観光まちづくりの推進

施策の小項目名 ○魅力ある観光まちづくりの支援

市町村、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

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。

　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

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 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



様式１（主な取組）

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 観光地形成促進地域制度 実施計画記載頁 197

対応する
主な課題

⑦宿泊施設数は観光客数の増加とともに右肩上がりに増加してきたが、県が目標とする入域観光客数1,200万人が平均滞在日数4.5日を達成するためには、適
正な宿泊単価を確保しつつ県全体としての宿泊供給量の増大に努める必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備
施 策 ②　観光まちづくりの推進

施策の小項目名 ○魅力ある観光まちづくりの支援

実施主体 県、民間事業者

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　高い国際競争力を有する魅力ある観光地形成を図るため、沖縄振興特別措置法に基
づいた観光地形成促進地域制度を活用し、国内外からの観光旅客に対応した観光関連
施設の整備を促進する。

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MICE推進課 【098-866-２０７７】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 観光地形成促進地域推進事業

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：　ワンストップ窓口の活用や個別企業等への周知
活動を強化した。

3,608 7,649 県単等 ○R元（H31）年度：　ワンストップ窓口の活用や個別企業等へ
の周知活動を推進するほか、投資誘致セミナーの開催などに
より投資誘致を具体化していく。

予算事業名 ―

県単等 委託 4,995 5,255 2,457 2,893

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

県内外の投資会社への誘致活動、税制等の活用促進



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 県内外の投資会社への誘致活動、税制等の活用促進 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　活用促進については、県内観光産業関連団体
の総会において制度説明を実施、JETRO主催の
タイ王国での投資誘致セミナーへの参加による
投資誘致を実施、また大型MICE周辺への投資誘
致説明会において本制度の紹介を行った。

実施 実施 実施 実施 実施 ― 100.0%

3,608 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)

　平成24年度に観光地形成促進地域制度が創
設されて以降、同制度を活用しての地方税の減
免実績が増加傾向にある。

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「沖縄特区・税制ワンストップ相談窓口」との連携や個別企業等への周知活動強化を
図りつつ、県内外の投資会社等へのキーパーソン招聘事業等を実施することで、観光
関連施設等の誘致や税制活用をより具体化させていく。

①平成３０年度はキーパーソン招聘事業を実施する予定であったが、大型MICE周辺へ
の宿泊施設等誘致に係る事業説明等を優先したため実施できなかった。
②ワンストップ相談窓口への相談件数は、３１件であった。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・「沖縄特区・地域税制ワンストップ相談窓口」との連携や個別企業等への周知活動強化を図りつつ、市町村と連携し誘致可能な用地を把握することで、観光関連施設の誘致や
税制活用を具体化していく。
・併せて、民間団体が主催する観光・レジャー関連の展示会への出展や、大型MICEの投資誘致セミナーなどをとおして投資誘致を募っていく。

○内部要因 ○外部環境の変化

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・那覇空港第2滑走路やクルーズ船のバース等のインフラ整備による受入機能増強と並行し、好調な県の観光産業を背景に、「観光地形成促進地域制度」を活用した魅力ある
観光関連施設の県外から、さらなる投資誘致を促進することが必要。

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）

・那覇空港第2滑走路やクルーズ船のバース等のインフラ整備による受入機能増強と並行し、好調な県の観光産業を背景に、「観光地形成促進地域制度」を活用した県外から
のさらなる投資誘致を促進することが必要である。



様式１（主な取組）

（1）取組の進捗状況 (単位：千円)

主な取組 観光産業におけるバリアフリー化の促進 実施計画記載頁 198

対応する
主な課題

⑤中高年及び外国人の観光客増大に対応するため、公共施設や観光拠点施設のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化など人に優しい安全・安心・快適な
観光地づくりに取り組む必要がある。また、多様化する観光需要に対応するため、沖縄らしい風景づくり、憩いの場やレクリエーション施設の整備など、国際的
な観光リゾート地にふさわしい観光まちづくりに市町村と連携して取り組む必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備
施 策 ②　観光まちづくりの推進

施策の小項目名 ○誰にでも優しい観光地づくり

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　沖縄の観光産業の高付加価値化を図るため、観光関連事業者向けのバリアフリーセミ
ナー等を開催し、観光バリアフリーに対する意識啓発を図る。また、プロモーション活動
を実施し、バリアフリー観光地としての認知度向上を図る。

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 誰もが生き生き観光まちづくり事業

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：―

― ― ○R元（H31）年度：―

予算事業名 おきなわ観光バリアフリー推進事業

一括交付
金（ソフト）

委託 ― 37,935 27,255 19,409

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：　観光バリアフリーセミナーを強化し、10回
程度開催する。また、認知度向上のため展示会への出展や
招聘事業の実施、ポータルサイト等の拡充を行う。

○H30年度：　観光バリアフリーセミナーを６回開催し、321名
が参加した。県内外での展示会へ３回出展し、観光バリアフ
リー情報の発信を行った。

一括交付
金（ソフト）

委託 ― ― ― ― 29,116 40,900
一括交付
金（ソフト）

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

観光関連事業者に対するバリアフリーセミナーの実施

県内外でのプロモーションの実施

５回

観光バリアフリー

セミナー開催数



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 観光バリアフリーセミナー開催数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　高齢者や障害者の入域状況及び県内事業者
のバリアフリーの取り組み状況を把握するため調
査を実施し、課題を抽出した。また各種セミナー
を開催し、意識啓発を図った他、受入体制強化の
ためのパンフレット等を作成した。
　その他県内外での展示会等への出展により、
バリアフリー観光地としての認知度向上を図っ
た。

― 9回 6回 5回 6回 5回 100.0%

29,116 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)

　観光バリアフリーセミナーの開催数（６回）は計
画値（5回）を達成しており、観光バリアフリーに対
する意識啓発及びノウハウの共有により、県内
の受入体制の整備が図られた。
　また、展示会への出展や、WEBによる観光バリ
アフリー情報発信により、県内外での認知度向上
を図った。

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高齢者・障がい者の入域観光客数の調査を実施し、経済規模を公表する。

②県内観光関連事業者の取組状況を把握し、観光バリアフリーセミナー等において先進
事例の取組事例を共有する。

①県内の観光事業者へのヒアリングやデータ提供依頼を行い、統計資料を含む収集
データをもとに、高齢者や障害者等の来沖の動向、観光バリアフリーに係る潜在需要等
の分析を実施し、県内事業者に向けて公表・発信した。

②観光バリアフリーに係る取組状況とその効果、今後の展開に向けた課題の把握を目
的として、県内の観光関連事業者を対象にアンケート調査を実施し、253 事業者から回
答を得た。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・セミナーの参加者等に対して受講証等を付与するなど、観光バリアフリーに取り組む事業者のモチベーションの向上や事業者の参画を促す取り組みを実施する。
・バリアフリー観光地としての認知度向上、旅行商品造成を促すため著名人や旅行業者等を招聘する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・平成30年度に実施した調査によると、県内観光関連事業者におけるバリアフリーに係
る取組の実施状況は、約半数が実施している一方、必要性は感じているものの、取組を
実施できていない事業者が約3 割であると判明した。また実施している取組は、ハード面
の整備に着手する事業者が多い中で、人材育成や障害当事者参加型の取組を実施し
ている事業者は少数であることが分かった。

・県内外においてバリアフリー観光地としての認知度が低い。

・超高齢社会の到来により、沖縄県を訪れる観光客も比例的にシニア層の観光客の来
訪の頻度が高まることが予想されるとともに、高齢者、障がい者の旅行意欲も高い傾向
にある。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・県内観光関連事業者の積極的な取組を促し、人材育成をはじめとした受入体制整備を図る必要がある。
・認知度向上を図るためプロモーションを強化し、来訪意欲を高める必要がある。

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)

県単等 直接実施 ― ― ― ―

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：　有識者及び観光関連団体等で構成する検討委
員会を運営し、県が導入することが適当な法定外目的税につ
いて提言を取りまとめた。

2,539 6,400 県単等 ○R元（H31）年度：　観光関連事業者、観光客、県民による理
解を促進するため、圏域別説明会及びシンポジウムを開催す
る。

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光政策課 【098-866-2763】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 観光振興財源確保検討事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　観光目的税の導入に向け観光事業者、観光客、県民等の関係者による理解を深める
ため、先進導入事例を調査するとともに、シンポジウムや説明会を開催する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 観光振興を目的とした法定外目的税の導入 実施計画記載頁 198

対応する
主な課題

④外国人観光客の受入体制については、多言語表記による観光案内板の整備などが観光客数の拡大傾向に追いついていないことや、国際的な観光地に比
べ脆弱な決済インフラや通信インフラの解消が課題である。
⑤中高年及び外国人の観光客増大に対応するため、公共施設や観光拠点施設のバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化など人に優しい安全・安心・快適な
観光地づくりに取り組む必要がある。また、多様化する観光需要に対応するため、沖縄らしい風景づくり、憩いの場やレクリエーション施設の整備など、国際的
な観光リゾート地にふさわしい観光まちづくりに市町村と連携して取り組む必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備
施 策 ②　観光まちづくりの推進

施策の小項目名 ○誰にでも優しい観光地づくり

条例制定、総務大臣協議、システ

ム改修、関係者周知

検討委員会の

運営

法定外目的税

の導入･施行



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

平成30年度の取組改善案 反映状況

― ―

　 平成30年９月から平成31年３月にかけ、検討
委員会を３回、分科会を３回開催し、観光目的税
の導入の必要性や目的、税収の管理運用方法、
使途の考え方等について、検討を重ね最終報告
を取りまとめた。
   開催を通じ観光関連団体の観光目的税導入に
係るコンセンサスが形成されるとともに、県にお
ける導入に当たっての制度設計及び留意事項等
に関する提言が得られた。

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

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 検討委員会の運営 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
   世界に誇れる観光リゾート地としての発展及び
県民生活と調和した持続的な観光振興を図る施
策に要する費用に充てる法定外目的税の導入に
ついて検討するため、 有識者及び観光関連団体
等で構成する「観光目的税制度の導入施行に関
する検討委員会」を開催し、県に対する意見（最
終報告）を取りまとめた。

― ― ― ― 実施 ― 100.0%

2,539 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・説明会を開催するにあたり、圏域を離島ごとに区分するなど、多くの宿泊事業者等が参加できるようにする。
・観光客や県民の理解を促進するために、税収がどのように使われ、沖縄観光の魅力・満足度向上にどう結びついていくのかを具体的に分かりやすく説明する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・導入に向け関係事業者、観光客、県民の理解促進及び機運醸成を図る必要がある。
・2019年10月には消費税が８％から10％に増税の予定となっていることから、観光業界
への影響を注視する必要がある。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・特別徴収義務者となることが想定される宿泊事業者については、関連団体の代表だけでなく、より多くの事業者に対する丁寧な説明を行う必要がある。

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)

○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

県単等 委託 31,502 43,960 48,976 42,817

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：　かりゆしウェアの普及等に向けたイベントの開
催やクリーンアップキャンペーン（毎月22日の清掃活動）等を
実施した。

36,903 42,545 県単等 ○R元（H31）年度：　かりゆしウェアの普及等に向けたイベント
の開催やクリーンアップキャンペーン（毎月22日の清掃活動）
等を実施する。

 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 沖縄観光受入対策事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　県民の観光・コンベンション意識の高揚を図り、県民一丸となった受入体制づくりを推
進するため、かりゆしウェアの着用促進やクリーンアップ活動の推進等を行う。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

12回
ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ実施
回数

主な取組 めんそーれ沖縄県民運動推進事業 実施計画記載頁 198

対応する
主な課題

⑥沖縄の観光リゾート産業の持続的な発展を図るには、観光客を受け入れる県内各団体のみならず県民一人ひとりのホスピタリティ意識を高揚させることが今
後ますます重要となってくる。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備
施 策 ③　県民のホスピタリティの向上

施策の小項目名 ○県民のホスピタリティの向上

クリーンアップキャンペーンの実施、広報啓発



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

平成30年度の取組改善案 反映状況

①沖縄を訪れる国内外からの観光客を、県民一丸となって受け入れる体制作りを推進
するため、引き続きクリーンアップキャンペーン等の取組を行うとともに、めんそーれ沖
縄県民運動推進協議会の各会員の取組意識の強化と、県民に対する各取組等の周知
に努める。

①めんそーれ沖縄県民運動推進協議会の運動目標に基づき、クリーンアップキャン
ペーンの推進を行うほか、観光の日・観光月間に関連した取組みや花のカーニバルの
取組み等を関連機関等と連携して行うことで、同協議会をはじめとした県民一丸となっ
た受入体制づくりを図った。

　観光客を美しい環境で温かく迎え入れるため、
県内各団体と協力し、毎月22日にクリーンアップ
活動を実施した。参加者が２万名を越え、県民一
人ひとりの意識高揚に繋がった。

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

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 クリーンアップキャンペーンの実施回数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　年間を通したクリーンアップの呼びかけに加え、
離島での活動を促進するためにクリーンアップ活
動支援規程を見直す等、全県的なキャンペーン
を実施した。その他、かりゆしウェア着用キャン
ペーン、花のカーニバル等を実施し、観光客受入
に対する県民意識の高揚を図った。

12回 12回 12回 12回 12回 12回 100.0%

36,903 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・受入体制強化のため、引き続きめんそーれ沖縄県民運動を推進していく。
・めんそーれ沖縄クリーンアップキャンペーンの取組拡大のため、県内イベント等との連携を検討する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・平成30年度の入域観光客数は、過去最高の約999万人となっている。
・めんそーれ沖縄県民運動推進協議会は平成元年に発足し、めんそーれ沖縄クリーン
アップキャンペーン等の各取組は観光関係団体等に浸透してきている。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・受入体制強化に向けたネットワークの強化を行うため、引き続き同協議会をはじめとする観光関連事業者や県の関係部局との情報共有・連携を行っていく必要がある。更に同
協議会の取組等について広く県民に周知する必要がある。
・毎月２２日に開催しているめんそーれ沖縄クリーンアップキャンペーンについては、県内各地において、更なる取組の拡大を図る必要がある。

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 ―

県単等 委託 649 2,731 3,150 1,773

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：　台風時における観光客の対応を行うため、｢台
風時観光客対策協議会｣を2回実施した。

1,585 4,364 県単等 ○R元（H31）年度：　台風時における観光客の対応を行うた
め、｢台風時観光客対策協議会｣を実施する。

 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 沖縄観光受入対策事業（台風時観光客対策事業）

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　台風接近時の観光客の安全性を確保するため、台風接近により航空機が欠航となり、
空港内で他所へ移動できず、滞留している観光客を一時避難所（待機所）へ移動させ
る。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 台風時観光客対策事業 実施計画記載頁 198

対応する
主な課題

⑥沖縄の観光リゾート産業の持続的な発展を図るには、観光客を受け入れる県内各団体のみならず県民一人ひとりのホスピタリティ意識を高揚させることが今
後ますます重要となってくる。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備
施 策 ③　県民のホスピタリティの向上

施策の小項目名 ○県民のホスピタリティの向上

台風時、空港内滞留観光客に対する一時避難場所の提供



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

平成30年度の取組改善案 反映状況

①平成30年度も引き続き一時避難所（待機所）への移送に１回対応できるよう連携体制
を整え、台風接近時に空港での観光客滞留防止に努める。

①一時避難所（待機所）への移送に１回対応できるよう連携体制を整え、台風接近時に
空港での観光客滞留防止に努めるため、事前アナウンスや宿泊施設案内等を実施し
た。

　県の事前の取組とあわせて、台風接近時の空
港の早期閉館決定や航空会社の臨時便の運
航、観光客による事前のキャンセル・振替、那覇
空港案内所による空港の近隣ホテルの空室情報
提供等のマニュアルに基づく対応を実施できたこ
とにより、観光客が事前に空港から退出したこと
で一時避難所（待機所）への移送を行う必要が発
生しなかった。台風時の観光客の空港滞留対策
としては適切に行うことができたと考える。

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

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
台風時、空港内滞留観光客に対する一時避難場
所
（待機所）の提供

H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　台風時に那覇空港に滞留者を発生させないた
め、ラジオやHPなどで台風情報の発信を行った。
また、台風時における滞留者の対策を協議する
「台風時観光客対策協議会」を実施したほか、台
風時の適切な対応を記載した「台風対策マニュア
ル」を作成し、ホテルや観光案内所等に配布し
た。

実施 実施 実施 実施 実施 ― 100.0%

1,585 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・台風接近時の空港での観光客滞留を抑制するため、事前の情報提供等に努めるとともに必要に応じて一時避難所（待機所）を設置できる連携体制を整える。

○内部要因 ○外部環境の変化

・今後、沖縄の観光リゾート産業の持続的な発展を図るには、増加する観光客の満足度
を高め、多くのリピーターを確保する必要があるが、そのためには、特に台風襲来時等
の観光客が不安や不満を抱える状況において、ホスピタリティ意識をもって対応すること
が重要である。

・平成30年の入域観光客数は、過去最高の984万人となっており、うち、外国人観光
客数は対前年度比で14%増の290万人に達し、急激に増加している状況である。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・台風接近時に空港に滞留者を発生させないためには、事前の台風情報発信、関係者間の連携が必要である。
・台風接近時の対応に加えて、冬期に、県外空港における雪害により遅延・欠航・着陸不可のため再来するなどの状況が那覇空港で発生しており、台風時と同様に宿泊施設等
の案内を行うことで、空港内滞留を防ぐ必要がある。

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 ― ― 55,151 33,056

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：　観光地としての安全安心を確保するという課題
に対応するため、観光危機管理セミナー、フォーラム、図上訓
練を３回実施した。

23,494 25,020
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：　観光地としての安全安心を確保するとい
う課題に対応するため、引き続き、観光危機管理の取組を実
施する。

 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 観光危機管理支援対策事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　観光地としての安心・安全を確保するという課題に対応するため、市町村、地域観光協
会、観光業界等と連携して全県的な観光危機管理計画を策定するとともに、観光危機管
理に関する取組を実施する。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 観光危機管理推進事業 実施計画記載頁 199

対応する
主な課題

⑥沖縄の観光リゾート産業の持続的な発展を図るには、観光客を受け入れる県内各団体のみならず県民一人ひとりのホスピタリティ意識を高揚させることが今
後ますます重要となってくる。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備
施 策 ③　県民のホスピタリティの向上

施策の小項目名 ○県民のホスピタリティの向上

５回 セミナー等

開催件数

危機管理セミナーの実施、地域別取組支援の実施 等



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

平成30年度の取組改善案 反映状況

①マリンアクティビティ事業者に対する観光危機管理のセミナーを実施していないことか
ら、H30年度は、マリンアクティビティ事業者を対象としたセミナーを開催する。

②本事業は主に観光関係者（観光事業者、観光協会、市町村観光担当課等）を対象に
実施しているが、市町村防災担当、消防、警察、海保、自治会等、観光関係者以外の関
係者との連携が課題であることから、特に図上訓練では、今まで未参加な団体等に呼び
かけ、訓練への参加を促す。

③県全域の有機的な観光危機管理体制を構築するために、「沖縄県観光危機管理実行
計画」を踏まえた各市町村ごとの観光危機管理計画作成支援を継続的に支援する必要
がある。

①H30年度は、マリンアクティビティ事業者を対象としたセミナーを開催した。

②図上訓練では、今まで未参加な団体等に訓練参加の呼びかけを実施したところ、新
たな団体等が訓練へ参加した。

③観光危機管理計画の策定を計画している市町村等から、策定のポイントやアドバイ
スの要望がある場合、当事業で過去にいくつか策定支援を行っていることから、その内
容をレクチャーする等の支援を行った。

　観光危機管理の意識啓発等の取組（セミナー、
フォーラム等の開催）については、３回となってお
り目標回数は達成できなかったが、初めてマリン
アクティビティ事業者を対象としたセミナーを開催
する等、新たな分野の観光関連事業者へ意識啓
発を行うことが出来た。

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

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 セミナー等開催件数 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　観光地としての安全安心を確保するという課題
に対応するため、国、市町村、OCVB、地域観光
協会、観光業界等と連携して観光危機管理の意
識啓発等の取組（セミナー、フォーラム等）及び観
光危機管理基本計画に基づいた図上訓練を実
施し、県内各地への波及・拡大を図った。

― ― 12回 18回 3回 ５回 60.0%

23,494 やや遅れ

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・フォーラム等の開催地を、離島（もしくは未開催地）で開催することを検討する。
・各市町村の観光危機管理計画策定への継続的支援を行う。
・観光関係者以外も含めた幅広い連携を視野に入れたセミナー等の開催、図上訓練を検討する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・各市町村における地域の実情を踏まえながら、県の計画との整合性を図った市町村の
観光危機管理計画の策定を推進する必要がある。

・本事業は主に観光関係者（観光事業者、観光協会、市町村観光担当課等）を対象に実
施しているが、市町村防災担当、消防、警察、海保、自治会等、観光関係者以外の関係
者との連携が必要である。

・離島においても外国人観光客の増加など、観光危機のリスクが高まっているが、離島
でのセミナーやフォーラムの開催が少ない。（宮古や八重山など離島関係者から離島
や、本島北部等未開催地での開催が必要であると要望がある。）

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・沖縄県は島嶼県でもあるため、フォーラム等の離島開催について検討する必要がある。

・各市町村における地域の実情を踏まえながら、県の計画との整合性を図った観光危機管理計画策定への支援を継続して行う必要がある。

・セミナー、ワークショップ、フォーラム等や図上訓練において、市町村防災担当、消防、警察、海保、自治会等といった、観光関係者以外の幅広い関係者との連携を視野に入れ
ていく必要がある。

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）

補助 ― ― ― 26,431

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：　公共交通機関の情報収集、整備やモデルコー
ス作成によるPR

43,751 94,100
一括交付
金（ソフト）

○R元（H31）年度：　公共交通機関や観光施設等の情報収
集、整備や本島でのモデルコース作成、アイディアコンテスト
等によるPR並びに観光客目線の乗合タクシー等の実証

 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 観光２次交通機能強化事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

 公共交通機関であるバス、モノレール、船舶及び観光施設等の情報を県の統一した基
準により加工・整備等することで、グーグルマップなど大手検索サイトでの検索を可能に
する取組を実施し、観光客の移動利便性向上を図る。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 観光２次交通機能強化事業 実施計画記載頁 199

対応する
主な課題

⑥沖縄の観光リゾート産業の持続的な発展を図るには、観光客を受け入れる県内各団体のみならず県民一人ひとりのホスピタリティ意識を高揚させることが今
後ますます重要となってくる。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備
施 策 ③　県民のホスピタリティの向上

施策の小項目名 ○県民のホスピタリティの向上

沖縄コンベンションビューロー及び交通機関等と連携した観光客の二次交通の利

便性の向上



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

平成30年度の取組改善案 反映状況

①バス、モノレール、船舶、レンタカー及び観光施設等の情報を整備、加工等し、グーグ
ル等の大手検索サイトで検索を可能とするための取り組みを実施し、沖縄を訪れる観光
客の移動に関する利便性向上を図る。

①宮古・八重山地域において、バス、船舶及び観光施設等の情報を整備、加工等し、
グーグル等の大手検索サイトで検索を可能とするための取り組みを実施し、沖縄を訪
れる観光客の移動に関する利便性向上を図った。

　宮古・八重山地域における、バス、船舶等の、
情報をグーグルマップへ反映へさせることで観光
客の利便性向上を図った。

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

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
モノレール、バス、船舶、観光情報の一部を県の
統一基準により加工、整備

H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度 　県内の交通事業者等から時刻表や観光施設等
のデータを収集し、県の統一した基準に加工・整
備することで、グーグルマップ等の大手検索サイ
トでの乗換検索を可能とするための取り組みを宮
古・八重山地域で先行して実施した。

― ― ― ― 実施 ― 100.0%

43,751 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・空港から那覇市内の主要ホテル等を運行する観光客目線での乗合タクシー等の実証実験を実施し、目的地までの快適な移動の実現を図る。

○内部要因 ○外部環境の変化

・那覇空港第２滑走路の供用開始により更なる観光客数の増加が見込まれる。
・那覇空港において、モノレール改札口での混雑（主に那覇市内へ向かう観光客によ
る）や中ノ島のレンタカー送迎箇所での混雑などが観光客の満足度を低下させる要因
になっている。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・空港の混雑緩和等に繋がるような観光客向けの新たな移動手段を構築する。

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 沖縄観光成果指標・認証制度検討事業 実施計画記載頁 199

対応する
主な課題

⑥沖縄の観光リゾート産業の持続的な発展を図るには、観光客を受け入れる県内各団体のみならず県民一人ひとりのホスピタリティ意識を高揚させることが今
後ますます重要となってくる。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備
施 策 ③　県民のホスピタリティの向上

施策の小項目名 ○県民のホスピタリティの向上

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　沖縄観光の現状を客観的・定量的に示す沖縄観光成果指標において、設定した指標
の計測結果については、県民や観光事業者、行政等で広く共有し、効果的・効率的なマ
ネジメントにつなげる。宿泊施設・観光サービス等認証制度については、対象や導入の
是非について検討を行う。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

調査

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部観光政策課 【098-866-2763】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 沖縄観光成果指標・認証制度検討事業

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：
・現状の沖縄観光成果指標の検証
・宿泊施設、各種観光サービス認証制度導入の検討

160 462 県単等 ○R元（H31）年度：
・現状の沖縄観光成果指標の検証
・宿泊施設、各種観光サービス認証制度導入の検討

予算事業名 ―

県単等 直接実施 172 254 157 82

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

・マーケティング手法の調査・検討

・観光事業者、サービス等認証制度の調査・検討

・県民・観光客の意見フィードバックシステムの構築



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 沖縄観光成果指標・認証制度の調査検討 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　第５次沖縄県観光振興基本計画で定めた「経
済」、「観光客」、「県民」、「環境」、「マネジメント」
の５つの軸からなる指標により、沖縄観光の現況
を関係機関等で客観的・定量的に計測し、情報
の共有を図った。
　また、宿泊施設や各種観光サービス認証制度
の導入について、県外・海外の事例検証を基に
検討を行った。

実施 実施 実施 実施 実施 ― 100.0%

160 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)

　第５次沖縄県観光振興基本計画で定めた成果
指標を最新データへ更新し、「世界水準の観光リ
ゾート地」といった将来像の実現に向けて関係機
関と共有を図った。また、認証制度については、
「安全・安心・快適」な観光地づくりを促進するた
め、今後の導入の是非に向けた情報収集を行っ
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指標の運用を行いながら、当該指標の妥当性や他の指標の有用性、効果的な活用
方法を検討するため、学識経験者や旅行関係団体、他部署等の有識者から意見を聴く
ための会議を開催する。

②個人旅行の動向及び外国人観光客等の受入状況について情報収集を行い、関係機
関との意見交換を行い、引き続き認証制度について検討する。

①指標に関する会議は開催しなかったが、関係機関との検証・意見交換を行い、指標
の妥当性・有効性について検討を進めた。

②引き続き情報収集や関係機関との意見交換を行い、認証制度の導入を検討した。



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・成果指標を運用しながら、指標の妥当性や設定の必要性、効果的な活用方法を検討する。
・認証制度については、観光客の動向及び観光関連事業者の観光客受入状況を注視しつつ、関係機関との意見交換・関連情報の収集を行い、制度対象や必要性等について
引き続き検討する。

○内部要因 ○外部環境の変化

・第５次沖縄県観光振興基本計画において、平成33年度までの達成目標値を上方修正
した。

・サービス品質の担保や認証制度に類する取組には地域通訳案内士制度、ちゅら島沖
縄観光タクシー制度、教育旅行民泊取扱指針、セーフティー・ダイビング沖縄、優良県
産品推奨制度など様々な取組がある。

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

・成果指標については、計画を進めながら各指標が沖縄観光の現状を客観的・定量的に示しているのか検証する必要がある。
・成果指標の公表方法については、県民や民間事業者等がより活用しやすい効果的な方法へ改善する必要がある。
・公的機関における認証制度の導入可能性については、必要性及び有効性を検証し、利用者である国内外の観光客の動向等も把握する必要がある。

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)

○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）

直接実施 ― 79,050 24,751 22,223

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：　旭橋都市再開発地区に観光案内所を整備し、
供用を開始した。

127,874 ― ○R元（H31）年度：

 担当部課【連絡先】 文化観光スポーツ部MICE推進課 【098-866-2077】

２　取組の状況（Do）

予算事業名 旭橋再開発地区観光支援施設設置事業

実施主体 県

１　取組の概要（Plan）

取組内容 年度別計画

　モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街地再開発事業地内に観光案内所を整備し、快
適な観光客受入体制を築く。

H29 H30 R元（H31） R2（H32） R3（H33）

主な取組 旭橋再開発地区観光支援施設設置事業 実施計画記載頁 199

対応する
主な課題

③観光客の移動の円滑化を図るため、渋滞緩和や広域交流拠点と主要観光地との結節性向上に資する体系的な幹線道路網の整備や、自動車と公共交通、
公共交通機関同士の結節機能を向上させ、定時定速かつ利便性の高い公共交通ネットワークを形成する必要がある。

「主な取組」検証票

施策展開 3-(2)-エ 観光客の受入体制の整備
施 策 ③　県民のホスピタリティの向上

施策の小項目名 ○県民のホスピタリティの向上

内装・展

示設計
工事

供

用

開

始



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

平成30年度の取組改善案 反映状況

①本体工事事業者と密な連携をとり、平成30年の観光案内所供用開始を目指す。
①追加工事や内装展示工事を順調に進め、平成30年10月に観光案内所の供用を開始
することができた。

　観光案内所の整備のため、建物相当費全額の
支払いを行い、追加工事及び内装展示工事を9
月に完了し、10月から供用を開始した。

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

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 供用開始 H30年度 H30年度
決算見込
額合計

進捗状況

実績値

H26年度
　旭橋都市再開発地区内に観光案内所を整備
し、平成30年10月に供用を開始した。

― ― ― ― 実施 ― 100.0%

127,874 順調

H27年度 H28年度



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・旭橋都市再開発地区内に観光案内所を整備し、平成30年10月に供用を開始した。日本語・英語・中国語・韓国語に対応した観光に関する相談や案内、観光スポットやエリア情
報、イベント情報などの提供等を通して快適な観光客受入体制を築く。

○内部要因 ○外部環境の変化

― ―

(2)改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

―

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）


