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１ 沖縄県の概況 

（１）主なトピックス（年次別） 

元号 西暦 観光客数(人)

昭和31 1956 13,204
35 1960 20,811 ・琉球政府工務交通局陸運課に観光係を新設
40 1965 64,278 ・琉球政府通商産業局商工部観光課に組織改編
41 1966 85,822
42 1967 112,117
43 1968 147,047 ・沖縄観光開発事業団設立

・（社）沖縄観光連盟設立（沖縄観光協会･S29を発展的解消）
44 1969 169,238
45 1970 172,349 ・海中展望塔オープン
46 1971 203,769
47 1972 443,692 ・沖縄、本土復帰　　

・沖縄観光開発事業団を解散、（財）沖縄県観光開発公社を設立
48 1973 742,644 ・沖縄県リゾート開発公社設立
49 1974 805,255
50 1975 1,558,059 ・沖縄国際海洋博覧会開催　　

・県立国民宿舎「名護浦荘」供用開始
・那覇空港ターミナルビル完成　　
・「ホテルムーンビーチ」オープン　

51 1976 836,108 ・沖縄県観光開発基本計画策定（S51～60）
・（財）アクアポリス管理財団設立

52 1977 1,201,156 ・団体包括旅行割引運賃の実施
・JAL沖縄キャンペーン開始
・日本ハムファイターズが沖縄デーを設定
・「沖縄久米島イーフビーチホテル」オープン

53 1978 1,502,410 ・海開き宣言開始（S53～63)
・ANA沖縄キャンペーンスタート
・ＪＡＬ那覇～香港定期航空路線開設
・「ヴィラオクマリゾート」オープン

54 1979 1,807,941 ・沖縄県観光振興条例制定
・観光開発公社とリゾート開発公社が統合
・日本アジア航空　那覇～台北定期航空路線開設
・日本ハムファイターズ沖縄キャンプ開始
・「はいむるぶし」オープン

55 1980 1,808,036 ・航空運賃引き上げ
・中華航空　那覇～台北定期航空路線開設

56 1981 1,930,023
57 1982 1,898,216 ・航空運賃引き上げ　

・広島東洋カープ沖縄キャンプ開始
58 1983 1,851,994 ・「万座ビーチリゾートホテル」オープン
59 1984 2,053,500 ・花のカーニバル開催

・「宮古島東急リゾート」オープン
60 1985 2,081,900 ・日航ジャンボ機墜落事故

・JAL札幌便（１月～３月）、ANA大分便開設
61 1986 2,028,800 ・沖縄県観光振興基本計画（第２次）策定

・国際観光モデル地区指定
・（財）沖縄コンベンションセンター設立
・SWAL松山便、ANA広島便開設

62 1987 2,250,700 ・海のカーニバル開催、海邦国体開催
・沖縄コンベンションセンター展示棟オープン
・オキナワコンベンションビューロー設立
・横浜大洋ホエールズ、中日ドラゴンズ沖縄キャンプ開始
・「サンマリーナホテル」、「かりゆしビーチリゾートホテル」オープン

63 1988 2,395,400 ・サントピア沖縄開催
・JAS東京便参入
・コンベンションシティー指定
・SWAL岡山便開設
・航空機利用修学旅行に国庫補助可
・「ラマダルネッサンスリゾートオキナワ」、「残波ロイヤルホテル」オープン

平成元 1989 2,671,100 ・めんそーれ県民運動推進協議会設立
・通行税廃止
・SWAL東京～宮古便開設

2 1990 2,958,200 ・「リゾート沖縄マスタープラン」策定
・沖縄県観光・コンベンション推進連絡協議会を設置
・（財）アクアポリス財団解散
・沖縄コンベンションセンター劇場棟オープン
・第１回世界のウチナーンチュ大会開催
・めんそーれ県民運動推進協議会より「かりゆしウェア」の名称を発表
・JAL名古屋便開設

3 1991 3,014,500 ・「沖縄トロピカルリゾート構想」承認
・SWAL小松便開設

事  項
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元号 西暦 観光客数(人)

4 1992 3,151,900 ・沖縄県観光振興基本計画（第３次）策定
・首里城公園開園
・SWAL大阪～宮古便、名古屋便、山形便開設
・アシアナ航空　那覇～ソウル定期航空路線開設
・オリックスブルーウェーブ沖縄キャンプ開始
・「ラグナガーテンホテル」オープン

5 1993 3,186,800 ・沖縄コンベンションセンター及び県観光開発公社の副理事長職を常勤化
・JTA東京～石垣便　ANA高松便開設、「ロワジールホテル」、「リザンシーパークホテル」オープン
・ＮＨＫ大河ドラマ「琉球の風」放映

平成6 1994 3,178,900 ・沖縄県観光開発公社と沖縄県観光連盟が統合し（財）沖縄ビジターズビューロー設立
・（財）沖縄ビジターズビューローと（財）台湾観光協会が「観光協力に関する協定書」締結
・パレットくもじ観光案内所設置
・（財）沖縄マリンセーフティービューロー設立
・JTA大阪～石垣便、JAL福島便開設
・「ホテル日航アリビラ」オープン

7 1995 3,278,900 ・「沖縄県観光振興基本計画中期行動計画」策定
・沖縄デスティネーション開発協議会開催
・「美ら島おきなわ観光宣言」
・OVB韓国事務所、台湾事務所開設
・「大琉球・まつり王国」の開催
・第２回世界のウチナーンチュ大会開催
・「かりゆしアーバンリゾート那覇」オープン
・ANA新潟便　JAS大阪便開設

8 1996 3,459,500

・プロ野球教育リーグ「ハイサイ沖縄リーグ」開催
・TAP９０'Sの開催

9 1997 3,867,200 ・「世界帆船フェスティバルｉｎ沖縄」開催
・プロ野球「ファーム日本選手権」開催
・ANK福岡～石垣便他、１０路線開設
・「カヌチャベイホテル」、「ザ・ブセナテラスビーチリゾート」オープン

10 1998 4,126,500 ・沖縄出身アーティストの躍進
・沖縄で「第２回島嶼観光政策フォーラム」、「第１０回アジアベテランズ陸上競技選手権大会」開催
・ＡＮＫ福岡便、ＡＮＫ広島～石垣便、ＪＡＳ青森便、ＪＴＡ高知便開設

11 1999 4,558,700 ・沖縄特定免税店（那覇空港内）オープン
12 2000 4,521,200 ・万国津梁館完成　

・「九州・沖縄サミット首脳会合」開催
・「琉球王国グスク及び関連遺産群」世界遺産登録
・沖縄県平和祈念資料館開館
・第１回沖縄の観光を考える百人委員会開催
・ヤクルトスワローズキャンプ沖縄開始
・中国西北航空　那覇～上海定期航空路線開設

13 2001 4,433,400 ・ＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ちゅらさん」放映により沖縄の注目度が急上昇
・９．１１米国同時多発テロ事件
・９．１１米国同時多発テロ事件に伴う修学旅行を中心としたキャンセルが相次ぎ県経済に打撃

14 2002 4,834,500 ・９．１１テロ事件以降、旅行商品の低価格化が問題に
・「沖縄県観光振興基本計画」、「沖縄県観光振興計画」策定
・沖縄で「第６回島嶼観光政策フォーラム」開催
・復帰３０周年記念「全国エイサー道ジュネー」実施
・「沖縄美ら海水族館」リニューアルオープン
・那覇空港内に沖縄ディーエフエス株式会社の免税店開業

15 2003 5,084,700 ・ＳＡＲＳ問題、イラク戦争勃発
・万国津梁館オーシャンホール完成
・阪神タイガースキャンプ開始
・沖縄都市モノレール「ゆいレール」開業
・フィリピン航空　那覇～マニラ定期航空路線開設

16 2004 5,153,200 ・「国立劇場おきなわ」オープン
・沖縄型特定免税店制度 空港外免税店「DFSギャラリア・沖縄」オープン

17 2005 5,500,100 ・東北楽天ゴールデンイーグルス、久米島キャンプ開始
・「第２次沖縄県観光振興計画」策定
・第４６回米州開発銀行年次総会（ＩＤＢ）開催
・リゾートウェディング挙式組数国内一に

18 2006 5,637,800 ・スタークルーズ定期運航運休
・神戸空港開港に伴い、ＪＡＬ、ＡＮＡが神戸～那覇路線開設
・北九州空港移転開港に伴い、ＪＴＡが北九州～那覇路線開設

19 2007 5,869,200 ・本土復帰後の累計入域観光客数が１億人を突破
・「沖縄県立博物館・美術館」開館
・「ビジットおきなわ計画」作成開始
・沖縄観光バリアフリー宣言
・「喜瀬別邸」オープン
・「観光タクシー乗務員資格認定制度」開始
・スタークルーズ定期運航再開
・「沖縄県地域限定通訳案内士試験」開始
・「第３次沖縄県観光振興計画」策定

・（財）沖縄ビジターズビューロー、（財）沖縄コンベンションセンター、オキナワコンベンションビューローの観光
３団体を統合し（財）沖縄観光コンベンションビューロー発足

事  項
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元号 西暦 観光客数(人)

20 2008 6,045,500 ・千葉ロッテマリーンズ、石垣キャンプ開始

・「沖縄県観光まちづくり指針」作成

・リーマン・ショック

・香港エキスプレス航空　香港～那覇路線開設

・沖縄を舞台としたディズニーアニメ「スティッチ！」テレビ放映

・「第１２回島嶼観光政策フォーラム」沖縄開催

21 2009 5,650,800 ・中国人観光客への個人ビザ解禁

・静岡空港開港に伴い、ＡＮＡが静岡～那覇路線開設

・那覇港泊ふ頭地区に県内初の大型旅客船バース完成

・ＪＣ全国大会　沖縄那覇大会開催

22 2010 5,855,100 ・県内で３５年ぶりとなるプロ野球公式戦

・「美ら島沖縄総体2010」開催

・中国人観光客への個人ビザ発給条件の緩和

・羽田空港「新国際線ターミナルビル」供用開始

23 2011 5,415,500 ・東日本大震災の発生

・第5回世界のウチナーンチュ大会開催

・中国人観光客への数次ビザ発給開始

24 2012 5,835,800 ・「ザ・リッツ・カールトン沖縄」「星のや竹富島」の高級リゾートホテルオープン

・大型クルーズ船「ボイジャー・オブ・ザ・シーズ」就航

・沖縄型特定免税店制度 那覇港引渡開始

・国内LCCのJJPとWATが成田～那覇路線、JJPとAPJが関空～那覇路線を開設

25 2013 6,413,700 ・新石垣空港「南ぬ島石垣空港」開港

26 2014 7,058,300 ・那覇空港「新国際線旅客ターミナルビル」供用開始

・慶良間諸島が国立公園に指定(慶良間諸島国立公園)

・「ヒルトン沖縄北谷リゾート」オープン

・那覇港泊ふ頭若狭バース「那覇クルーズターミナル」供用開始

・外国人旅行者向け消費税免税制度拡充

27 2015 7,763,000 ・伊良部大橋開通

・「イオンモール沖縄ライカム」開業

・「ハイアット　リージェンシー那覇沖縄」オープン

・大型クルーズ船「クァンタム・オブ・ザ・シーズ」初寄港

事  項
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２ 沖縄観光リゾート関連調査報告書等一覧 

（１）沖縄県の調査報告書等 

発行
年度

報告書等名 内容 所管課 配布
Web
掲載

備考

平成27年度観光統計実態調査 航空乗客アンケート調査、満足度調査の調査概要及び調査結果 観光政策課 ○ ○

平成27年度外国人観光客実態調査 外国人観光客（空路・海路）へのアンケート調査結果 観光政策課 ○ ○

平成27年度観光産業経営強化事業沖縄県内ホテル産業
調査報告書

平成27年度観光産業経営強化事業に関する調査報告書 観光振興課 × ○

平成27年度沖縄観光危機管理推進事業実施報告書
観光危機管理に関するワークショップ、セミナー、シンポジウム等の内容に関する報
告書

観光振興課 × ○

平成27年度リゾートダイビングアイランド沖縄形成事業報告書 沖縄県内のダイビング事業者への外国人受入状況、課題等に関する調査報告 観光振興課 × ○

平成27年度土産・買物費向上プロジェクト事業実施報告書
観光客ニーズ等をふまえた魅力ある観光土産品の開発・作製に係る手法の構築及び
周知に関する報告書

観光振興課 × ○

平成27年度観光人材育成プラットフォーム構築事業事業報告書 平成27年度観光人材育成プラットフォーム構築事業に関する報告書 観光振興課 × ○

平成27年度離島観光活性化促進事業「離島観光マーケ
ティング戦略事業」委託業務報告書

離島観光のニーズ調査及びワークショップを基に離島観光の誘客戦略をまとめた調
査報告書

観光振興課 × ○

外国人観光客受入に関する実態調査事業報告書 沖縄県内事業者の外国人観光客受入実態、受入能力、課題点をまとめた調査報告 観光振興課 × ○

平成27年度ムスリム受入に関する実態調査
ムスリム観光客受入に関するムスリム観光客及び県内事業者双方への実態及び意識
調査報告

観光振興課 × ○

平成27年度インバウンド関連情報総合調査委託業務報告書
外国人観光客の利用ニーズが高いWi-Fiの整備状況や外国人観光客の域内動態等
についての調査報告

観光振興課 × ○

平成27年度 文化観光戦略推進事業委託業務　事業報告書
沖縄の多様な文化資源を活用して新たな観光コンテンツをつくり観光誘客を図るため
の取組にかかる事業報告書

文化振興課 ○ ○

スポーツツーリスト調査 観光客（空路）へのスポーツに係るアンケート調査 スポーツ振興課 × ○

平成26年度観光統計実態調査 航空乗客アンケート調査、満足度調査の調査概要及び調査結果 観光政策課 ○ ○

平成26年度外国人観光客実態調査 外国人観光客（空路・海路）へのアンケート調査結果 観光政策課 ○ ○

平成26年度観光産業経営強化事業沖縄県内ホテル産業
調査報告書

主に県内中小企業のホテルを対象として、個々のホテル経営環境について調査・分
析を行い、対象となるホテルが共通して抱える経営課題を抽出した調査報告

観光振興課 ○ ○

エンターテイメント創出・観光メニュー開発等支援事業事業
報告書

沖縄への観光客誘致を目的とする「エンターテイメントの創出・拡充や新たな着地型
観光メニューの開発・発掘」を目指して行った事業の報告書

観光振興課 × ×

平成26年度沖縄感動体験プログラム実証事業　実施報告書
沖縄オリジナルのユニークでインパクトのある感動体験モデル及び人材育成等を戦略
的に推進する「沖縄感動体験プログラム」の実証及び情報発信に関する事業報告書

観光振興課 ○ ×

平成26年度地域観光資源創出支援事業　事業報告書
地域が主体となった新たな観光資源創出とそれらを活用した着地型観光メニューを造
成する取り組みを支援する「平成26年度 地域観光資源創出支援事業」の内容等を
報告

観光振興課 ○ ×

平成26年度沖縄観光危機管理推進事業　実施報告書 観光危機管理基本計画内容や地域別取組支援の実施報告 観光振興課 ○ ×

平成26年度沖縄型リゾートダイビング戦略モデル構築事業
報告書

沖縄県のリゾートダイビング基本戦略策定やダイビング事業者調査等の調査結果 観光振興課 ○ ×

沖縄観光客のココロを掴む「おみやげもの」の作り方・育て方
観光土産品のブランドコンセプトの策定から商品化までのモデル商品を例として手引
き書

観光政策課 ○ ×

平成26年度観光土産品トレンド等調査・支援事業報告書 観光土産品のトレンド・ニーズ調査の調査結果 観光政策課 ○ ○

平成26年度　土産・買物費向上プロジェクトモデル事業実施報告書 平成26年度に実施された土産・買物費向上プロジェクトモデル事業の成果報告書 観光政策課 × ○

平成26年度 世界に通用する観光人材育成事業 事業報告書 平成26年度に実施された世界に通用する観光人材育成事業の成果報告書 観光振興課 × ○

誰にでもやさしい観光地づくり形成事業(平成26年度)実施
報告書

多様なニーズに対応する質の高い沖縄観光を実現するため、観光バリアフリーのコー
ディネート機能等を充実させ、高齢者や障害者等の体の不自由な方の誘客及び受
入体制の強化を図るための報告書

観光振興課 ○ ×

観光地形成促進地域推進事業実施報告書
沖縄振興特別措置法に基づく観光地形成促進地域制度の活用上の課題等につい
て調査した報告書

観光振興課 ○ ×

エデュケーショナル・ツーリズム推進事業報告書
新たな教育旅行プログラムの商品化の支援及び県内と外国の教育関係者の相互交
流活動の支援等の実施状況報告

観光振興課 ○ ×

平成25年度観光統計実態調査 航空乗客アンケート調査、満足度調査の調査概要及び調査結果 観光政策課 ○ ○

平成25年度外国人観光客実態調査 外国人観光客（空路・海路）へのアンケート調査結果 観光政策課 ○ ○

平成26年度ビジットおきなわ計画 将来の観光客１千万円誘致に向けた単年度の誘客行動計画 観光政策課 ○ ○

平成25年度沖縄観光成果指標検討事業実施報告書
沖縄観光成果指標として、沖縄観光の現状を客観的・定量的に把握するため、県
民、観光客、経済、環境、マネジメントの各分野にわたる40項目の指標を設定した

観光政策課 ○ ○

平成25年度沖縄クルーズ戦略策定事業報書
世界のクルーズ船社の配船動向や港へのニーズを的確に捉えると伴に、国内外の主
要港と比較した県内の各港の強みと弱み等を分析し、沖縄の特性を活かしたクルー
ズ戦略を策定する

観光振興課 ○ ×

平成25年度外国人観光客受入に関する実態調査事業報告書
沖縄県内の外国人観光客受入側（観光関連事業者）の受入実績、受入能力、課題
等調査結果

観光振興課 ○ ○

平成25年度医療ツーリズム等のプロモーション及び基盤整
備業務報告書

沖縄における医療ツーリズム等のあり方とその実現戦略の検討にかかる事業報告書 観光振興課 ○ ×

平成25年度沖縄感動産業戦略構築事業報告書
沖縄オリジナルのユニークでインパクトのある感動体験モデル及び人材育成等を戦略
的に推進する「沖縄感動体験プログラム」の策定及び情報発信に関する事業報告書

観光振興課 ○ ○

平成25年度観光危機管理モデル事業　実施報告書
大規模災害等における観光客の安全確保を図るために実施した地域体制構築の支
援、災害情報配信システムの運用等の実施状況報告

観光振興課 ○ ×

平成25年度世界に通用する観光人材育成事業 県内観光関連企業等を対象とした人材育成研修支援にかかる事業報告書 観光振興課 ○ ×

誰にでもやさしい観光地づくり形成事業(平成25年度)実施
報告書

多様なニーズに対応する質の高い沖縄観光を実現するため、観光バリアフリーのコー
ディネート機能等を充実させ、高齢者や障害者等の体の不自由な方の誘客及び受
入体制の強化を図るための報告書

観光振興課 ○ ×

観光地形成促進地域推進事業実施報告書
沖縄振興特別措置法に基づく観光地形成促進地域制度の活用上の課題等につい
て調査した報告書

観光振興課 ○ ×

エデュケーショナル・ツーリズム推進事業報告書
新たな教育旅行プログラムの商品化の支援及び県内と外国の教育関係者の相互交
流活動の支援等の実施状況報告

観光振興課 ○ ×

25

26

27
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平成24年度観光統計実態調査 航空乗客アンケート調査、満足度調査の調査概要及び調査結果 観光政策課 ○ ○

平成24年度外国人観光客満足度調査報告書 外国人観光客（空路・海路）へのアンケート調査結果 観光政策課 ○ ○

平成25年度ビジットおきなわ計画 将来の観光客１千万円誘致に向けた単年度の誘客行動計画 観光政策課 ○ ○

平成24年度統合リゾート検討事業報告書
カジノを含む統合リゾートを県内に導入する場合のモデル、経済効果やカジノ導入に
伴う懸念事項等に対する県の基本的な考え方等について、平成19年度以降の調査
内容の論点整理などを掲載

観光政策課 × ○

戦略的リピーター創造事業報告書
沖縄観光のリピーター層の傾向やニーズ等を調査・分析し、その結果を踏まえた形で
の誘客・受け入れ態勢の拡充策の検討に関する報告書

観光政策課 × ○

沖縄旅行未経験者需要開拓事業
沖縄へ旅行に来たことのない人に関する実態調査及び効果的なプロモーション方法
に関する報告書

観光政策課 × ○

エデュケーショナル・ツーリズム推進事業報告書
新たな教育旅行プログラムの商品化の支援及び県内と外国の教育関係者の相互交
流活動の支援等の実施状況報告

観光振興課 ○ ×

平成24年度観光危機管理モデル事業　実施報告書
大規模災害等における観光客の安全確保を図るために実施した地域体制構築の支
援、災害情報配信システムの運用等の実施状況報告

観光振興課 ○ ×

平成24年度地域観光資源創出支援事業　事業報告書
地域が主体となった新たな観光資源創出とそれらを活用した着地型観光メニューを造
成する取り組みを支援する「平成２４年度 地域観光資源創出支援事業」の内容等を
報告

観光振興課 ○ ○

誰にでもやさしい観光地づくり形成事業(平成24年度)実施
報告書

多様なニーズに対応する質の高い沖縄観光を実現するため、観光バリアフリーのコー
ディネート機能等を充実させ、高齢者や障害者等の体の不自由な方の誘客及び受
入体制の強化を図るための調査報告書。

観光振興課 ○ ×

平成24年度沖縄医療ツーリズム促進事業実施報告書 沖縄における医療ツーリズムのあり方とその実現戦略の検討にかかる事業報告書 観光振興課 ○ ×

平成24年度ビジットおきなわ計画 将来の観光客１千万人誘致に向けた単年度の誘客行動計画 観光政策課 ○ ○

平成23年度観光統計実態調査 航空乗客アンケート調査、観光客満足度調査の調査概要及び調査結果 観光政策課 ○ ○

平成23年度エコリゾートアイランド沖縄推進事業実施報告
書

沖縄県内外の観光関連事業者が環境負荷の低減に取り組む事例調査等 観光振興課 ○ ○

エンターテイメント創出・観光メニュー開発等支援事業事業
報告書

沖縄への観光客誘致を目的とする「エンターテイメントの創出・拡充や新たな着地型
観光メニューの開発・発掘」を目指して行った事業の報告書

観光振興課 ○ ×

平成23年度沖縄観光危機管理モデル事業報告書
地震、津波等大規模な自然災害の発生時における観光客の安全確保の仕組みを構
築する等、観光危機管理に関するモデル事例を創出する事業の内容等の報告

観光振興課 ○ ×

沖縄観光振興強化事業効果測定調査報告書 平成23年度に実施した沖縄観光振興強化事業の効果に関する調査報告書 観光振興課 ○ ○

平成23年度外国人観光客向け着地型観光メニュー開発等
支援事業報告書

外国人観光客のニーズに応じた着地型メニューの充実を図るために実施した事業の
報告書

観光振興課 ○ ×

平成23年度沖縄観光情報システムモデル機能強化事業報
告書

平成22年度に実施した「沖縄観光情報システムモデル構築事業」の定着と民間モデ
ルへの移行のために実施した事業の報告書

観光振興課 ○ ×

平成23年度新石垣空港エアポートセールス支援事業報告
書

新石垣空港への国際定期便の就航可能性を調査するとともに、今後のエアポート
セールスに有効なデータを収集し、実際にセールス資料を作成する。

観光振興課 ○ ×

平成23年度銀聯カード導入効果測定事業調査報告書
平成22～平成23年度にかけて、480端末の銀聯カード決済端末導入の効果測定を
行い、今後の消費促進に有効なプロモーションを検討する

観光振興課 ○ ×

平成23年度沖縄医療ツーリズム促進事業報告書 沖縄における医療ツーリズムのあり方とその実現戦略の検討にかかる事業報告書 観光振興課 ○ ×

平成23年度ビジットおきなわ計画 将来の観光客１千万人誘致に向けた単年度の誘客行動計画 観光政策課 ○ ○

平成22年度観光統計実態調査
(観光消費による経済波及効果の推計）

航空乗客アンケート調査、観光客満足度調査の調査概要及び調査結果 観光政策課 ○ ○

平成22年度エコリゾートアイランド沖縄推進事業 沖縄県内外の観光関連事業者が環境負荷の低減に取り組む事例調査等 観光政策課 ○ ○

平成22年度カジノ・エンターテイメント検討事業調査報告書
(別冊概要版有）

近時の沖縄観光を取り巻く環境の変化を踏まえつつ、「国際観光産業振興議員連
盟」において検討されている制度・しくみ等を考慮し、沖縄統合リゾートモデル等をリ
ニューアルした内容をとりまとめた報告書

観光政策課 ○ ○

平成22年度多言語表記を含む観光案内サインの設置基準
及び基本デザイン（案）

県内の観光案内サインを統一的に整備するための観光案内板本体の基本デザイン、
ピクトグラム、外国語併記などについて設置基準及び基本デザイン（案）を掲載。

観光政策課 ○ ○

平成22年度美ら海構築促進事業報告書
ダイビングの安全対策に関する検討委員会、ワーキンググループを設置し、沖縄型ス
タンダードモデル、ネットワーク基盤構築等について検討結果を登載した報告書

観光振興課 ○ ×

平成22年度沖縄医療ツーリズム促進事業報告書 沖縄における医療ツーリズムのあり方とその実現戦略の検討事業報告書 観光振興課 ○ ×

平成22年度銀聯カード活用中国人観光客購買行動調査
報告書

中国人観光客の銀聯カード利用や購買行動に関する調査
観光振興課 × ×

平成22年度国際トランジット需要調査報告書
県外の空港を経由して来訪する外国人観光客の推計と、海外の主要都市からの路線
誘致可能性に関する調査

観光振興課 × ×

沖縄観光力強化事業効果測定調査 平成２２年度に実施した沖縄観光力強化事業の事業の効果に関する測定調査 観光振興課 ○ ○

沖縄観光情報システムモデル構築事業
国内外の観光客と観光従事者を結びつけ、利便性・回遊性の向上と観光消費の拡
大を目的として実施した①スマートフォンを活用した多言語観光情報案内、②多言語
対応の２４時間コールセンターの開設に関する報告書

観光振興課 ○ ×

エンターテイメント創出・観光メニュー開発等支援事業事業
報告書

沖縄への観光客誘致を目的とする「エンターテイメントの創出・拡充や新たな着地型
観光メニューの開発・発掘」を目指して行った事業の報告書

観光振興課 ○ ×

平成22年度文化資源活用型観光戦略モデル構築事業事
業報告書

文化観光戦略構築のための調査研究、支援した事業の検証に関する報告書 観光振興課 ○ ×

22

24

23
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平成22年度文化資源活用型観光戦略モデル構築事業（旅
行商品造成及びプロモーション）事業報告書

文化資源を活用した事業に係る旅行商品造成及びプロモーションに関する報告書 観光振興課 ○ ×

平成22年度大規模MICE施設需要動向調査
国内外における大規模MICE開催同行の調査や関係機関の意向等を把握することに
より、沖縄での大規模MICE案件の開催需要動向を把握し、今後の誘致及び受入活
動の基礎資料とすることを目的とする。

観光振興課 ○ ×

平成２２年度国際観光戦略モデル事業報告書

東アジア５地域（台湾、韓国、中国（北京・上海）、香港）及び新規市場（アメリカ）を
対象に誘客プロモーションを実施し、旅行商品造成における課題を整理することとあ
わせて、今後増加が期待される中国人個人観光客受入促進に向けての課題を整
理。

観光振興課 ○ ×

平成22年度ビジットおきなわ計画 将来の観光客１千万人誘致に向けた単年度の誘客行動計画 観光企画課 ○ ○

平成21年度観光統計実態調査 航空乗客アンケート調査、観光客満足度調査の調査概要及び調査結果 観光企画課 ○ ○

平成21年度観光産業実態調査
観光産業における雇用の状況、人材育成、経営状況、県産品の利用実態等の調査
結果

観光企画課 ○ ○

平成21年度持続可能な観光地づくり支援事業（調査研究） 県内の観光拠点における受入容量の定量化手法についての調査研究 観光企画課 ○ ○

平成21年度国際観光戦略モデル事業報告書（別冊概要版
有）

海外重点地域（東アジア諸国）を対象とするプロモーション戦略の検討及び　欧米か
らの観光客誘致を目的に東京、京都、大阪と連携した「広域観光」戦略の検討につい
ての事業報告書

観光振興課 ○ ×

平成20年度観光統計実態調査
航空乗客アンケート調査、雨天時・オフシーズンマーケティング調査の調査概要及び
調査結果

観光企画課 ○ ○
観光要覧へ

概要掲載

平成20年度カジノ・エンターテイメント検討事業調査報告書
（別冊概要版有）

カジノ・エンターテイメント施設を導入する場合の課題、対応策等について、県内の経
済、観光団体、有識者等で構成する検討委員会で議論された内容をとりまとめた報
告書

観光企画課 ○ ○

平成21年度ビジットおきなわ計画 将来の観光客１千万人誘致に向けた単年度の誘客行動計画 観光企画課 ○ ○

平成20年度持続可能な観光地づくり支援事業（調査研究） 県内の観光拠点における受入容量の定量化手法についての調査研究 観光企画課 ○ ○

第３次沖縄県観光振興計画
沖縄振興特別措置法第６条に基づく観光の振興に関する３か年計画（平成20～23年
度）

観光企画課 ○ ○

平成19年度観光統計実態調査
航空乗客アンケート調査、沖縄未来訪者インターネット調査、沖縄来訪経験者アン
ケート調査の調査概要及び調査結果

観光企画課 ○ ○
観光要覧へ

概要掲載

沖縄県観光まちづくり指針 観光まちづくりに向けた県及び地域の取組等について 観光企画課 ○ ○

沖縄県観光まちづくり指針・参考資料 観光まちづくりに向けた地域の観光資源や取組方針等について 観光企画課 ○ ○

平成19年度カジノ・エンターテイメント検討事業調査報告書
カジノ・エンターテイメント施設を導入する場合の課題、対応策等について、県内の経
済、観光団体、有識者等で構成する検討委員会で議論された内容をとりまとめた報
告書

観光企画課 ○ ○

平成20年度ビジットおきなわ計画 将来の観光客１千万人誘致に向けた単年度の誘客行動計画 観光企画課 ○ ○

平成19年度沖縄における環境保全型観光促進事業報告
書

観光振興と環境保全を両立する保全管理体制の構築に向けた調査・検討 観光企画課 ○ ×

沖縄観光バリアフリー化推進事業報告書 観光バリアフリー化の基本的な考え方に基づいた諸施策の展開とその課題について 観光企画課 ○ ○

平成18年度観光統計実態調査 航空乗客アンケート調査、沖縄観光客満足度調査の調査概要及び調査結果 観光企画課 ○ ○
観光要覧へ

概要掲載

離島地域における環境配慮型観光利便施設検討モデル事
業中間報告書

沖縄県内離島の観光利便施設の内容等の調査、検討及び環境配慮型施設につい
て適合の妥当性の確認

観光企画課 ○ ×

平成19年度ビジットおきなわ計画 将来の観光客１千万人誘致に向けた単年度の誘客行動計画 観光企画課 ○ ○

地域の雇用創出のための知の拠点再生推進方策検討調
査

スローライフ志向の富裕層をターゲットにした高付加価値観光戦略の推進方策に関
する調査

観光振興課 ○ ×

沖縄観光バリアフリー化推進事業報告書 観光バリアフリー化の基本的な考え方に基づいた諸施策の展開とその課題について 観光企画課 ○ ○

平成１７年度観光統計実態調査
県外及び外国観光客の旅行内容と観光消費額の推計、日本全国を対象とした沖縄
観光に係るマーケティング調査

観光企画課 ○ ○
観光要覧へ

概要掲載

沖縄離島地域観光情報発信事業報告書 沖縄県内離島の観光資源調査及び、効果的な観光情報発信方策の検討 観光振興課 ○ ×

沖縄県観光産業人材育成事業報告書
観光産業に従事する人材の資質向上を目指した研修の実施、ｼｽﾃﾑ作り検討につい
ての事業報告

観光振興課 ○ ×

22

(注１) このほか、観光統計資料等を掲載した「観光要覧」を毎年発行しています。配布可、ホームページ掲載あり。

18

17

21

20

19
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（２）一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローの調査報告書等 

発行
年度

報告書等名 所管課 配布
Web
掲載

備考

平成27年度ムスリム等受入体制整備事業
ムスリム受入に関する実態調査

観光振興課 × ○ 県委託事業

平成27年度外国人観光客受入に関する実態調査事業報告書 観光振興課 ○ ○ 県委託事業

平成27年度外国人観光客受入体制強化事業「多言語情報発信・受入サ
ポート事業」分析報告書

－ ○ ○ 県委託事業

平成26年度外国人観光客向け多言語情報発信コールセンター運営事業
分析報告書

－ ○ ○ 県委託事業

平成26年度ムスリム等受入環境整備事業
ムスリム受入に関する実態調査

観光振興課 × ○ 県委託事業

平成25年度　外国人観光客向け多言語情報発信コールセンター運営事
業報告書

－ × ○ 県委託事業

平成25年度外国人観光客受入に関する実態調査事業報告書 観光振興課 ○ ○ 県委託調査

スポーツコンベンション開催実績調査 － × ○

MICE開催実績及び開催予定統計調査 － ○ ○

平成22年度那覇空港観光案内所（国際線）機能強化事業
外国人観光客満足度調査報告書

観光振興課 ○ ○ 県委託調査

平成22年度沖縄修学旅行動向調査報告書 観光振興課 × ○ 県委託調査

平成20年度スポーツイベント誘致事業におけるスポーツコンベンション実
態・課題調査

観光振興課 ○ × 県委託調査

平成20年度　国際観光地プロモーションモデル事業報告書 － ○ ○

海の資源を利活用したエコツーリズムプログラム開発検討調査報告書 － × ○

エコツーリズム推進のためのフィールド調査事業報告書 － × ○ 県委託調査

与那国海底観光資源調査報告書 － × ○

沖縄観光客満足度調査報告書 － × ○

沖縄ウェルネス推進３ｹ年計画書 － × ○ 県委託調査

沖縄観光マーケティング調査報告書 － × ○

沖縄の観光を考える百人委員会報告書 － × ○
11

25

24

22

20

13

12

27

26
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（３）その他沖縄県内各機関・団体の調査報告書等（平成 23～27 年度発行（一部平成 21 年度）） 

調査機関 調査報告書名
発行

年度

Web

掲載

外国人観光客消費動向にかかるビッグデータによる観光高度化方策及び産業波及可能性調査報告書 27 ×

広域観光周遊ルート形成促進に向けた沖縄地方基礎調査事業報告書 27 ○

平成２７年度観光客を対象としたタクシー利用促進に関する調査業務報告書 27 ○

観光客を対象とした空港リムジンバス利用促進に関する調査事業報告書 26 ○

平成25年度受入環境整備サポーター派遣に関する調査報告書 25 〇

「まちまーい」のガイド養成に関する調査事業報告書 25 〇

受入環境整備サポーター派遣に関する調査報告書 24 〇

滞在交流型観光の活性化に取り組む先進地事例の調査事業報告書 24 〇

八重山地域における訪日外国人旅行者の受入環境整備に係る外客受入地方拠点整備事業報告書 24 〇

石垣市における外国人観光客の移動容易化のための言語バリアフリー化調査報告書 23 〇

沖縄の観光産業の魅力向上に向けた検討調査 23 ○

沖縄感性・文化産業の実現に向けた研究会報告書
－文化創造と産業振興が連動する地域の仕組み－

23 ○

沖縄市における観光振興を目的とした受入環境整備に関する調査 23 ○

沖縄・奄美群島の観光資源を連携させた新たな旅行需要創出調査 23 ○

沖縄・台湾フォーラム 26 ×

新たな沖縄振興の提言に関する調査研究 25 ×

沖縄における台湾人観光客の動向調査 25 ×

ICT利活用による観光産業振興の展開に関する調査研究 25 ×

地域資源を活用した持続可能な観光振興策支援事業基礎調査 25 ×

沖縄観光シンポジウム調査報告書 24 ×

沖縄における観光振興に向けた世界遺産の活用戦略検討調査 24 ×

欧米観光客に対するアンケート調査及び現地ヒア 24 ○

沖縄経済ハンドブック2015年版（第8部　観光・リゾート） 27 ×

県内主要ホテルの動向分析　第一部　2014年度県内主要ホテルの稼働状況 27 ○

県内主要ホテルの動向分析　第二部　新石垣空港開港に伴う八重山地方主要ホテルの稼働状況 27 ○

「インバウンドの影響とその取組」に関する調査報告 27 ○

県内主要ホテルの動向分析　第一部　2013年度県内主要ホテルの稼働状況 26 〇

県内主要ホテルの動向分析　第二部　シティホテルの長期稼働状況からみた今後の取組 26 〇

県内主要ホテルの動向分析　第三部　県内の宿泊特化型ホテルの動向分析 26 〇

沖縄経済ハンドブック　2014年度版　（第8部　観光・リゾート） 26 ×

「人手不足の影響と人材確保の取組」に関する調査報告 26 〇

講演録「これからの沖縄の観光産業の展開について～県内ホテル業界を中心に～」 25 ×

2012年度県内主要ホテルの稼動状況 25 ○

沖縄経済ハンドブック　2013年度版　（第8部　観光・リゾート） 25 ×

2011年度県内主要ホテルの稼動状況 24 ○

八重山主要ホテルの稼働状況 24 ○

沖縄：新たな挑戦　経済のグローバル化と地域の繁栄
世界の目を沖縄へ、沖縄の心を世界へ

24 ○

沖縄経済ハンドブック　2012年度版　（第8部　観光・リゾート） 24 ×

「2010年度県内主要ホテルの稼働状況」及び「東日本大震災による県内主要ホテルへの影響」 23 ○

平成28年8月現在

沖縄総合事務局総務部
調査企画課

（098-866-0047）

(財)南西地域産業
活性化センター　総務部

（098-866-4591）

沖縄振興開発金融公庫
企画調査部 調査課
（098-941-1725）

 



105 
 

調査機関 調査報告書名
発行

年度

Web

掲載

伊江村観光統計実態調査報告書 21 ×

伊平屋村における新観光商品・新特産品の開発可能性調査報告書 21 ×

観光ガイド検定検討業務報告書 21 ×

持続可能な沖縄観光の推進方策検討調査報告書
（沖縄型カーボン・オフセット旅行の推進等について）

21 ×

沖縄県内の最近のホテル稼働状況について 27 〇

沖縄県内における2015年プロ野球春季キャンプの経済効果 27 〇

県内におけるレンタカー需要の動向 26 ○

沖縄県内における2014年プロ野球春季キャンプの経済効果 26 〇

沖縄県内における2013年プロ野球春季キャンプの経済効果 25 ○

沖縄県内における2012年プロ野球春季キャンプの経済効果 24 ○

宮古アイランドロックフェスティバル2012の経済効果 24 ○

ｂｊリーグによる地域活性化 24 ○

沖縄県内における2012年プロ野球春季キャンプの経済効果の予想 23 ○

県外客・外国客の観光消費による2010年度の経済効果 23 ○

「勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業」の経済波及効果（おきぎん調査月報11月号） 27 ○

「勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業」の経済波及効果（続）（おきぎん調査月報12月号） 27 ○

「第22回2014おきなわマラソン」の経済波及効果 26 ○

「第28回(2012)全日本トライアスロン宮古島大会」開催による県経済へのインパクト(試算) 24 ×

「第32回全国豊かな海づくり大会」開催に伴う地域経済へのインパクト(H25.1リリース) 24 ×

「日本オープンゴルフ選手権競技」開催による地域経済へのインパクト 24 ×

「国民体育大会 九州ブロック大会」開催に伴う地域経済へのインパクト 24 ×

「第5回世界のウチナーンチュ大会」開催による地域経済へのインパクト 23 ×

「第27回（2011）全日本トライアスロン宮古島大会」開催による県経済へのインパクト（試算） 23 ×

「第19回（2011）おきなわマラソン」の県内経済への波及効果分析 23 ×

ツール・ド・おきなわ2010の県内経済へのインパクト 23 ×

（株）りゅうぎん総合研究所
（098-835-4650）

（株）おきぎん経済研究所
（098-869-8711）

（注）上記の調査報告書の詳細については、各機関へ直接お問い合わせください。

（株）海邦総研
経営企画部

（098-869-8700）
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３ 観光関連機関・団体の連絡先 

（１）沖縄県庁（県外事務所含む）

郵便番号 電 話 FAX

(098) 866-2763 (098) 866-2767

(098) 866-2764 (098) 866-2765

(098) 866-2077 (098) 866-2765

100-0006 (03) 3218-3775 (03) 5220-9720

102-0093 (03) 5212-9087 (03) 5212-9086

530-0001 (06)6344-6828 (06)6346-1784

460-0008 (052)263-3618 (052)263-3619

906-0012 (0980)72-2551 (0980)73-0096

907-0002 (0980)82-3040 (0980)82-3760

総務部　宮古事務所

総務課　総務振興班

総務部　八重山事務所

総務課　総務振興班

総務部

東京事務所

商工労働部

沖縄県名古屋情報センター

商工労働部

大阪事務所

大阪府大阪市北区梅田1-1-3-2100

大阪駅前第３ビル２１階

文化観光スポーツ部

観光整備課

　　沖縄県那覇市泉崎1-2-2

所在地機関名

文化観光スポーツ部

観光政策課

文化観光スポーツ部

観光振興課

文化観光スポーツ部

観光整備課

東京事務所

東京都千代田区有楽町2-10-1

東京交通会館３F

（OCVB東京事務所内）

900-8570

東京都千代田区平河町2-6-3

都道府県会館10F

愛知県名古屋市中区栄4-1-1

中部日本ビルディング４階

沖縄県宮古島市平良字西里1125

沖縄県石垣市真栄里４３８－１

 

郵便番号 電 話 FAX

901-0152 (098)859-6123 (098)859-6221

東京事務所 100-0006 (03)5220-5311 (03)5220-9720

韓国事務所 ＋82-2-318-6330 ＋82-2-753-8751

台北事務所 104-58 ＋886-2-2541-1011 ＋886-2-2541-1009

901-0152 (098)859-6255 (098)859-6233

上海事務所 200001 ＋86-21-6351-0231 ＋86-21-6350-7369

北京事務所 100027 +86-10-6466-8679 +86-10-6466-6693

香港事務所 なし ＋852-2968-1006 ＋852-2968-1003

台北事務所 104-58 ＋886-2-2521-0376 ＋886-2-2542-7075

シンガポール事務所 104-58 ＋65-6694-6408 ＋65-6694-5760

台湾台北市中山区松江路148号
4階Ｅ室

（地番住所）
ソウル特別市中区武橋洞45
THE EXCHANGE SEOUL 6階
（道路名住所）
ソウル特別市中区武橋洞21,6階
（武橋洞、THE EXCHANGE SEOUL）

台北市中山區松江路148號4楼E室

北京市朝阳区東三環北路3号
幸福大厦B座619室

公益財団法人
沖縄県産業振興公社

沖縄県那覇市字小禄 1831- 1
沖縄産業支援センター4階

Unit 1211 , 12/F , Prosperity Millennia
Plaza , 663 King's Road ,
North Point ,Hong Kong

1 North Bridge Road #22-09 High Street
Centre, Singapore

上海市黄浦区漢口路398号
華盛大廈16階1603B室

東京都千代田区有楽町2-10-1
東京交通会館３F

機関名 所在地

（２）外郭団体（県外・海外事務所含む）

一般財団法人

沖縄観光コンベンションビューロー

沖縄県那覇市小禄1831-1
沖縄産業支援センター2階

 

郵便番号 電 話

100-8918 (03)-5253-8111観光庁（国土交通省）
東京都千代田区霞が関2-1-3
中央合同庁舎3号館3階

（3）観光庁（国土交通省）

省庁名 所在地

 

郵便番号 電 話

900-0006 (098)-866-1812沖縄総合事務局運輸部 企画室
那覇市おもろまち２－１－１
那覇第2地方合同庁舎2号館

（4）沖縄総合事務局

担当部 所在地
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（５）観光協会及び主な観光関係団体 

 

No 名称 代表者 郵便番号 所在地 電話 FAX 備考

1 沖縄観光コンベンションビューロー
会長
平良　朝敬

901-0152
那覇市字小禄1831-1
沖縄産業支援センター2F

(098)859-6123 (098)859-6221 一般財団法人

2 沖縄美ら島財団
理事長
花城　良廣

905-0206 本部町字石川888 (0980)48-3645 (0980)48-3900 一般財団法人

3 総合研究センター
理事長
花城　良廣

905-0206 本部町字石川888 (0980)48-2266 (0980)48-2200 一般財団法人

4 海洋博公園管理センター
理事長
花城　良廣

905-0206 本部町字石川424 (0980)48-2741 (0980)48-3339 一般財団法人

5 首里城公園管理センター
理事長
花城　良廣

903-0815 那覇市首里金城町1-2 （098）886-2020 (098)886-2022 一般財団法人

6 那覇市観光協会
会長
佐久本　武

900-0013
那覇市牧志3-2-10
てんぶす那覇3F

(098) 862-1442 (098) 880-6893 一般社団法人

7 宜野湾市観光振興協会
会長
髙江洲　義之

901-2227
宜野湾市字宇地泊558-18
宜野湾ﾍﾞｲｻｲﾄ情報ｾﾝﾀｰ１Ｆ

(098)897-2764 (098)897-0769 一般社団法人

8 石垣市観光交流協会
会長
髙嶺　良晴

907-0013
石垣市浜崎町1-1-4
石垣市商工会館1F

(0980)82-2809 (0980)83-6296 一般社団法人

9 浦添市観光協会
会長
水田　正明

901-2122
浦添市勢理客4-13-1
（浦添市産業支援センター結の街
4F）

(098)874-0145 (098)917-0874 任意団体

10 名護市観光協会
理事長
前田　裕子

905-0017 名護市大中1-19-24 (0980) 53-7755 (0980) 52-1797 公益財団法人

11 糸満市観光協会
代表理事
久保田　徹

901-0306 糸満市西崎町4-20-4 (098) 840-3100 (098)987-1278 一般社団法人

12 沖縄市観光物産振興協会
会長
仲村　富吉

904-0031
沖縄市上地1-1-1
コザミュージックタウン105-1

(098)989-5566 (098)989-5567 一般社団法人

13 豊見城市観光協会
会長
大城　勤

901-0225 豊見城市字豊崎1-1162 (098)856-8766 (098)851-8830 一般社団法人

14 うるま市観光物産協会
理事長
伊佐　盛男

904-2427 うるま市与那城屋平4番地先 (098)978-0077 (098)978-1177 一般社団法人

15 宮古島観光協会
会長
豊見山　健児

906-0012 宮古島市平良字西里187-2 (0980)73-1881 (0980)73-0955 一般社団法人

16 いらぶ観光協会
会長
中村　雅弘

906-0501
宮古島市伊良部字前里添４
（佐良浜出張所内）

(0980)78-5611 (0980)78-6267 任意団体

17 南城市観光協会
会長
宮城　源幸

901-1511
南城市知念字久手堅541
（がんじゅう駅・南城内）

(098)948-4611 (098)948-4644 一般社団法人

18 国頭村観光案内所
事務局長
崎濱　秀彰

905-1412 国頭村奥間1569-1 (0980)41-2420 (0980)41-2535 -

19 おおぎみまるごとツーリズム協会
会長
宮城　健隆

905-1314
沖縄県国頭郡大宜味村字田港
1357-18

（0980）44-1960 (0980)44-1961 NPO法人

20 東村観光推進協議会
理事長
吉本　淳

905-1204 東村字平良471-24 (0980)51-2655 (0980)51-2656 NPO法人

21 今帰仁村観光協会
会長
新城　正巳

905-0401
今帰仁村字仲宗根230-2
今帰仁村コミュニティセンター1F

(0980)56-1057 (0980)56-1255 一般社団法人

22 本部町観光協会
会長
當山　清博

905-0212 本部町字大浜881-1 (0980) 47-3641 (0980) 47-3412 一般社団法人

23 恩納村観光協会
会長
照屋　修興

904-0411 恩納村字恩納5973 (098)966-2893 (098)966-2892 一般社団法人

24 宜野座村観光協会
会長
仲本　彰

904-1301 宜野座村字松田78 (098)968-8787 (098)968-8331 一般社団法人

25 金武町観光協会
会長
仲間　貞信

904-1201 金武町字金武4086-1 (098)989-5674 (098)989-5675 一般社団法人

26 伊江島観光協会
会長
古堅　幸一

905-0503 伊江村字川平519-3 (098) 049-3519 (098)049-3529 一般社団法人

27 読谷村観光協会
会長
澤岻　カズ子

904-0323 読谷村字高志保1020-1 (098) 958-6494 (098) 979-6558 一般社団法人

28 北谷町観光協会
会長
元田　徹

904-0115 北谷町字美浜16-2 (098) 926-5678 (098) 926-5679 一般社団法人

29 北中城村観光協会
会長
花崎　為継

901-2392
北中城村字喜舎場426-2
北中城村役場　企画振興課内

（098)935-2233 (098）935-5536 任意団体

30 南風原町観光協会
会長
照屋　盛夫

901-1112 南風原町字本部158 (098)851-7273 (098)851-7109 一般社団法人

31 座間味村観光協会
会長
宮里　哲

901-3402
座間味村字座間味95番地
座間味離島振興総合センター2F

(098) 987-2277 (098) 987-2277 一般社団法人

32 渡嘉敷村商工会
会長
新垣　徹

901-3501 渡嘉敷村字渡嘉敷３４６番地 (098) 987-2430 (098) 987-2798 -

33 粟国村観光協会
会長
伊佐　文宏

901-3702 粟国村字東1142 (098)896-5151 (098)896-5161 一般社団法人

34 南大東村観光協会
会長
垣花　恵忠

901-3803 南大東村字旧東258 (09802)2-2815 (09802)2-2815 一般社団法人

35 伊平屋島観光協会
会長
名嘉　律夫

905-0703 伊平屋村字我喜屋217-27 (0980)46-2526 (0980)46-2964 任意団体
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36 いぜな島観光協会
会長
名嘉　清光

905-0603 伊是名村字仲田177-7 (0980)45-2435 (0980)45-2360 一般社団法人

37 久米島町観光協会
会長
比嘉　護

901-3124 久米島町字仲泊962-2 (098)896-7010 (098)896-7075 一般社団法人

38 多良間村観光協会
会長
富盛　玄三

906-0601
多良間村字塩川18
(夢パティオたらま館内)

(0980)79-2828 ― 任意団体

39 竹富町観光協会
会長
上亀　直之

907-0012 石垣市美崎町1-5　２F (0980)82-5445 (0980)82-5472 任意団体

40 与那国町観光協会
会長
崎元　俊男

907-1801 与那国町字与那国437-17 (0980)87-2402 (0980)87-2445 任意団体

41 八重山ビジターズビューロー
会長
中山　義隆

907-0013
石垣市浜崎町1-1-4
石垣市商工会館1F

(0980)87-6252 (0980)87-5509 一般社団法人

42 沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合
理事長
宮里　一郎

900-0035
那覇市通堂町2-1
那覇ふ頭船客待合所１F

(098) 861-4166 (098) 868-8568 特殊法人

43 那覇市観光ホテル旅館事業協同組合
理事長
宮里　一郎

900-0035
那覇市通堂町2-1
那覇ふ頭船客待合所１F

(0988) 61-4166 (0988) 68-8568 事業協同組合

44 ホテル旅館生活衛生同業組合名護支部
名護    支部長
渡慶次　潤

905-0014
名護市港2-6-5　4階
(前田産業ホテルズ)

(0980) 53-0875 (0980) 53-0878 任意団体

45 沖縄市コザホテル組合
理事長
新崎　好子

904-0031 沖縄市上地4-1-51 (098)933-3030 (098)932-2194 任意団体

46 全国旅行業協会沖縄県支部
支部長
堤　朗

900-0034
那覇市東町5-18
国吉ビル1F　ｽｶｲﾂｱｰｽﾞ内

(098) 868-7493 (098)868-7493 一般社団法人

47 日本旅行業協会沖縄支部
支部長
福岡　卓

900-0015
那覇市久茂地3-15-6
幸マンション１階

(098) 863-7618 (098) 867-5100 一般社団法人

48 沖縄県ホテル協会
会長
當山　智士

900-0021
那覇市前島3-25-1
とまりんビル3F　㈱かりゆし内

(098)869-2896 (098)861-7767 一般社団法人

49 沖縄県バス協会
会長
合田　憲夫

900-0015
那覇市久茂地1-3-28
よなみねビル3F

(098)867-2316 (098)863-5926 一般社団法人

50 沖縄県ハイヤータクシー協会
会長
湖城　秀實

900-0025 那覇市泉崎2-103-4 (098)855-1344 (098)853-5075 一般社団法人

51 沖縄県レンタカー協会
会長
白石　武博

901-0143  那覇市字安次嶺6-11赤嶺ビル3F (098)859-3825 (098)859-3826 一般社団法人

52 沖縄エコツーリズム推進協議会
会長
花井　正光

902-0072
那覇市真地329-1ウェル・カル
チャースクール内

(080)2727-1386 (098)958-5568 NPO法人

53 沖縄県観光ボランティアガイド友の会
会長
池間　一武

901-0241 豊見城市字豊見城236
(098)856-6441
(11-17時)

(098)856-6565 任意団体

54 美ら島観光施設協会
会長
内田　晴長

904-1114 うるま市石川嘉手苅961番地30 098-965-3400 098-965-1935 一般社団法人
 


