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第１章 業務概要 

１.１ 業務目的 

本事業は、自然環境等の保全に配慮し、地域活性化に資する持続可能な観光形態であるエコツーリズ

ムを推進するため、人材育成や普及啓発活動等に取り組み、本県の自然・文化特性に適合した沖縄型エ

コツーリズムブランドの形成を図った。 

県全域を対象としたエコツーリズム推進を図るため沖縄県は平成15 年度、エコツーリズム推進計画

を策定し、その実行の一部を担う組織として、平成 18 年に『NPO 法人沖縄エコツーリズム推進協議

会』が設立され 12 年を経ている。この間、本県への入域観光客数は当時の約 563 万人から昨年度は

約 958 万人と大幅に増加しており、今後も増加が見込まれるなか、自然環境や観光資源の保全と利用

の両立を図る持続可能な観光のいっそうの推進が希求される状況を迎えている。本事業は、こうした事

態にあって持続可能な観光をめぐる国内外の動向をも視野に入れ適切に対処すべく、本県のエコツーリ

ズム推進体制の構築のあり方について検討するものである。 

 

 

１.２ 業務概要 

（１）エコツーリズム推進体制の構築及び持続可能な観光のあり方検討 

①協議会の定款や過去の実績、他県の事例を分析し、人員数、財源確保等の視点から推進体制の構築

へ向けた、あり方を検討した。 

②エコツーリズム及び体験型観光に関連する事業者等で検討委員会を組成し、ヒアリング等を実施の

上、推進体制及び認証制度のあり方を検討した。 

③中間報告を11 月中に実施した。 

 

（２）持続可能な観光のあり方検討について 

① 「地域・経済・環境・観光客」の視点から、有識者、地元住民、事業者等の各関係者にヒアリング

等を実施の上、持続可能な観光の体制構築へ向けたあり方を検討した。 

② 上記検討に際し、関連事業者等で検討部会を組成し、事業者横断で連携を図った。 

③ 3 月のサステイナブルツーリズム推進フォーラムで報告を実施した。 

 

（３）人材育成（「サステイナブル推進フォーラム」の開催） 

環境配慮、地域との調和、安全対策、コミュニケーションスキルなど事業者の総合的な対処に資する、

エコツーリズムに関する国内外の情勢や諸課題などをテーマとしたセミナーを沖縄本島内にて開催した。 
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１.３ 業務の流れ 

本業務の検討手順は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表１ 本業務の検討手順 

 

 

  

１．企画・準備 

 
（１）エコツーリズム
推進体制の構築へ向け
たあり方検討について 

（２）持続可能な観光
のあり方検討について 

２．２ 人材育成 

（「サステイナブルツーリズ

ム推進フォーラム」の開催） 

（３月） 

２．１ エコツーリズム推進体制の構築及び持続可能な観

光のあり方検討 

  
【第1 回】（9 月） 

勉強会（12 月） 

３．業務報告書作成 

最終報告（3 月） 最終報告（3 月） 

【第3 回】（2 月） 

【第2 回】（11 月） 
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第２章 エコツーリズム推進体制の構築及び持続可能な観光のあり方検討 

２.１ エコツーリズム推進体制の構築へ向けたあり方検討について 

２.１.１ 推進体制のあり方検討 

（１）エコツーリズムの定義 

エコツーリズムの定義は、1980 年代以降 1990 年代にかけ内外の多くの研究者や関連団体により

独自に提唱されてきた結果、現在に至るも統一された定義は無い状況にある。しかしながら、それぞれ

の定義の多くは、①自然環境の保全と活用、②文化と歴史の理解と継承、③地域経済・振興への貢献、

④環境教育の4 点について一部を欠く場合があるものの、共通の構成要素として包含している。これら

の構成要素は海外の関連団体による定義にも盛り込まれていることが多く、エコツーリズムについて国

際的に共通の考え方となっているとみてよい。 

沖縄県は 2004 年に策定した「沖縄県エコツーリズム推進計画」において、以下の 3 点を満たす観

光の考え方としてエコツーリズムを定義している。 

＜沖縄県エコツーリズム推進計画におけるエコツーリズムの定義＞ 

① 自然・文化・歴史の適切な保全と持続的な活用 

② 地域の活性化  

③ 訪問者が適切な案内をうけて地域の自然・歴史・文化とふれあう活動 

 

この定義には上記の構成要素のうち環境教育についての直接的な表現が欠けているが、③は然るべき

素養・教授技術を備えた質の高いガイドが地域の自然・歴史・文化について分かり易く、かつ関心を惹

く解説により体験活動を提供することから野外での学習効果に配慮した要件を想定していると考えられ、

構成要素全てを包含しているものとみなせる。 

なお、エコツーリズムの定義として引用されることが多い他の主体等による定義についても、参考ま

でに以下例示しておく。 

図表２ エコツーリズムの定義 

主体名 定義 

環境省：エコツーリズム推進会議

（2003 年/2004 年） 

自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し、学ぶととも

に、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持つ

観光のありかた。 

エコツーリズム推進法 

観光旅行者が、自然観光資源について知識を有する者から案内

又は助言を受け、当該自然観光資源の保護に配慮しつつ当該自

然観光資源と触れ合い、これに関する知識及び理解を深めるた

めの活動をいう。 

公益財団法人日本自然保護協会

（NACS-J） 

旅行者が、生態系や地域文化に悪影響を及ぼすことなく、自然

地域を理解し、鑑賞し、楽しむことができるよう、環境に配慮

した施設および環境教育が提供され、地域の自然と文化の保

護・地域経済に貢献することを目的とした旅行形態。 

NPO 法人日本エコツーリズム協会 
地域の自然や文化への理解を深め、そのよりよい保全とゆとり

ある活用により、観光と産業を持続的に発展させる運動。 

国際エコツーリズム協会

（International Ecotourism 

Sciety） 

環境保全を図り、地域住民の福祉を維持し、解説と教育に配慮

した自然地域への責任を伴う観光。 
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（２）エコツーリズムの取組動向 

 １）国内外のエコツーリズムの動向 

エコツーリズムをめぐる国内外の動向に関する主な出来事を以下の表に示す。本年表は、NPO 法人

日本エコツーリズム協会が2015年に発行した、エコツーリズム通巻67号7ページから引用したが、

一部改変し情報を加えた。 

 

図表３ エコツーリズムをめぐる国内外の動向に関する主な出来事 

年代 内容 

1972 年 国連人間環境会議の開催（ストックホルム） 
1975 年 世界観光機関（WTO）設立 2003 年国連の専門機関に移行しUNWTO に変更 
1980 年 IUCN、UNEP、WWF が『世界環境保全戦略』発表 

1981 年 
経済学者Dr.P.スレッシャーが論文「ライオンの経済」発表。狩猟を伴わない観光を
推進する根拠となる（バリ島） 

1982 年 
IUCN 第３回世界国立公園会議で自然公園地域の自然保護資金調達手段としてエコ
ツーリズムが提唱される 

1985 年 WTO とUNEP が「観光と環境に関する共同宣言」に署名 
1987 年 WCED が『われら共通の未来』を発行・「持続可能な開発」が明記される 
1989 年 小笠原ホエールウォッチング協会発足（小笠原村） 
1990 年 エコツーリズム協会（現国際エコツーリズム協会）設立 
1991 年 環境庁（当時）、西表国立公園でエコツーリズム推進方策検討調査を実施 

1992 年 
・国連環境開発会議（地球サミット）開催。持続可能な開発がテーマ（リオデジャ

ネイロ） 
・日本環境教育フォーラム「エコツーリズム分科会」発足 

1993 年 
屋久島、白神山地が世界自然遺産に登録される。同年、日本初のエコツアーガイド
会社、屋久島野外活動総合センター設立 

1994 年 日本自然保護協会、『エコツーリズムガイドライン』発行 
1996 年 西表島エコツーリズム協会設立 

1998 年 
・日本旅行業協会（JATA）『JATA エコツーリズムハンドブック』発行 
・エコツーリズム推進協議会（現NPO 法人日本エコツーリズム協会）設立 

1999 年 
・エコツーリズム推進協議会『エコツーリズムの世紀へ』発行 
・WTO が世界観光倫理規定を発表 

2000 年 自然体験活動推進協議会（CONE）設立 

2002 年 

・国連が2002 年を国際エコツーリズム年に制定。WTO、UNEP 共催による世界
エコツーリズムサミット開催（ケベック市、カナダ） 

・改正沖縄振興特別措置法で保全利用協定制度、環境保全型自然体験活動（エコツ
ーリズム）の推進を規定 

・北海道アウトドアガイド資格制度創設 
2003 年 環境省、「エコツーリズム推進会議」を設置し5 つの推進方策をまとめる 
2004 年 環境省、全国13 地域でエコツーリズム推進モデル事業開始 
2005 年 第１回エコツーリズム大賞開始（毎年） 
2007 年 「観光立国推進基本法」施行 
2008 年 「エコツーリズム推進法」施行。環境省・国交省・農水省・文科省の共管 
2009 年 エコツーリズム認定自治体第１号に埼玉県飯能市が指定される 
2012 年 世界旅行ツーリズム協議会（WTTC）のグローバルサミット日本で初の開催 

2015 年 
・国連総会がSDGs を含む2030 アジェンダを採択 
・環境省が設置したエコツーリズム推進に関する検討会が報告書をまとめる 

2017 年 国連による持続可能な発展のための観光の国際年 
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NPO 法人日本エコツーリズム協会が2015 年に発行した、エコツーリズム通巻67 号及び環境省が

2008 年に発行したエコツーリズム推進マニュアル（改訂版）を参考資料にして、上記年表にみる出来

事に沿って国内外におけるエコツーリズムの展開過程を跡付けてみる。 

地球規模で資源の枯渇が危惧され、自然環境の荒廃が人類の健康や生存を脅かす深刻な環境問題が国

際社会の共通課題として浮上したのは1960年代であり、1972年に開催された国連人間環境会議が、

以降の一連の国際的枠組みによる仕組みをもたらす契機となり、20 年後の1992 年に開催された持続

可能な開発をテーマとする国連環境会議（地球サミット）に至る。 

この流れにあり、エコツーリズムも展開することになる。エコツーリズムは 1970 年代後半以降ア

フリカのケニアや中南米のコスタリカで取り組まれた自然地域での観光に由来するとされている。熱帯

地域の豊かな自然を守る手段として観光を利用し収益を地域に還元し、観光客と地域のコミュニテｲとの

交流を進め環境保全をも図る仕組みが、1982 年バリ島で開催された第３回世界国立公園会議（IUCN

主催）で紹介されるなどを経て普及した。 

わが国でエコツーリズムが広く認知される契機となったのも、IUCN が主催したこの国際会議であっ

た。1993 年に白神山地と屋久島が世界自然遺産に登録された頃から各地で民間事業者により実践され

るようになり、推進団体が設立され活動を始める。1993 年日本初のエコツアーガイド会社が屋久島で

設立の後、1996 年に西表島エコツーリズム協会、1998 年に日本エコツーリズム推進協議会が続い

て設立されている。エコツーリズムが各地で取り組まれるようになるなか、日本自然保護協会はエコツ

ーリズムガイドラインを 1994 年に発表し適切なエコツーリズムの履行をしている。また、この時期

の1999 年WTO（後のUNWTO）が提唱する10 の事項からなる世界観光倫理憲章が採択され、観

光に関連する各主体が責任を負うレスポンス・ツーリズムの概念の流れに繋がった。 

2000 年代は国によるエコツーリズム推進政策・施策が相次いで実施される。エコツーリズムの推進

措置を規定に加えた沖縄振興特別措置法の制定（2002 年）、5 つの重点方策をまとめた環境省による

エコツーリズム推進会議の設置（2003 年）、環境省が全国 13 地域でエコツーリズム推進モデル事業

開始（2004 年）、観光立国推進基本法施行（2007 年）、エコツーリズム推進法施行（2008 年）、観

光庁開設（2008 年）など積極的な施策展開が図られた。 

2010 年代以降で注目すべき出来事は国連による持続可能な開発目標（SDGｓ）であろう。2030

年をゴールに17の目標と計169のタ-ゲットを掲げた行動計画に観光関係者の積極的な参画が求めら

れる一方、取り組みの程度や姿勢がマーケットで評価される可能性も考えられ、世界水準の観光地づく

りを政策目標に掲げている沖縄観光にとっては看過できない課題であろう。 
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 ２）県内のエコツーリズムに関する主な出来事 

沖縄県下でエコツーリズムの理念やそれに準じた取り組みが始まったのは 1990 年代初頭として違

いはなく、全国的にみて早い時期の始動であった。後述するとおり海外では 1990 年代の早い時期に

エコツーリズムに沿った観光事象が台頭したが、さほど間を置かず潮流を捉えていたことは記憶に値す

ると言えよう。 

自然環境を保全しつつ地域振興にも配慮が届く新たな観光形態の国立公園地域への導入は、海外の先

行事例からも管理体制構築にとって魅力があったものと推察できる。環境保全と地域振興をセットとす

るエコツーリズムの可能性の検討候補地として 1991 年西表島が選定され、沖縄でのエコツーリズム

推進に繋がる行政による取り組みの発端となった。 

1996 年全国初のエコツーリズム推進団体、西表島エコツーリズム協会が設立され活動を開始。次い

で1998 年に全国レベルのエコツーリズム推進協議会設立を記念するシンポジウムが沖縄で開催され、

沖縄におけるエコツーリズムへの取り組み機運を高める契機となった。 

2000 年を間近に控え沖縄で始まったエコツーリズムの取り組みは、県内各地で関係主体、規模、内

容等を異にしながら自然環境保全と地域振興、着地型観光推進等の均衡に配慮した仕組みの立ち上がり

に至る展開に繋がった。2018 年度に至るこの間の主な出来事を以下の表に整理した。 

 
図表４ 県内におけるエコツーリズムの取組 

年代 内容 

1991 年 
・環境庁、国内エコツーリズム推進方策検討調査で西表島が対象地候補 

・座間味村ホエールウオッチング協会設立 

1996 年 西表島エコツーリズム協会設立（国内初。2010 年にNPO 法人移行） 

1998 年 
・エコツーリズム推進協議会設立記念シンポジウム開催（浦添市） 

・沖縄県が自然体験活動指導者養成事業によりガイド養成講習会開始 

1999 年 西表島カヌー組合発足 

2000 年 沖縄県がやんばる自然体験活動憲章策定 

2001 年 
・沖縄県がやんばる自然体験活動ガイドライン策定 

・おきなわローカルアジェンダ21 策定（適正なルールづくりに言及） 

2002 年 

・国際エコツーリズム年、沖縄でエコツーリズム国際大会開催 

・改正沖縄振興特別措置法で保全利用協定制度、環境保全型自然体験活動（エコツ

ーリズム）の推進を規定 

・沖縄県が観光振興基本計画・観光振興計画を策定し、慶良間諸島・やんばる地域・

西表島をエコツーリズム重点推進地域に指定して関連事業を開始 

・おきなわ自然体験活動協会発足 

2004 年 

・沖縄県エコツーリズム推進計画策定 

・沖縄県エコツーリズムガイドライン策定 

・仲間川地区保全利用協定締結（初の沖縄県知事認定） 

2006 年 NPO 法人沖縄エコツーリズム推進協議会設立 

2007 年 観光立国推進基本法施行 

2008 年 
・エコツーリズム推進法施行 

・渡嘉敷・座間味村が慶良間地域エコツーリズムガイドライン策定 

2012 年 
・渡嘉敷・座間味村の慶良間地域エコツーリズム推進全体構想認定（全国2 件目） 

・沖縄県自然保護課が保全利用協定締結推進事業開始（3 年継続） 

2015 年 沖縄県森林管理課による沖縄島北部3 村森林ツーリズム推進事業開始（3 年継続） 

2016 年 やんばる国立公園指定（33 件目） 

2017 年 ・開発のための持続可能な観光の国際年に当たりサステイナブルツーリズム関連イ
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年代 内容 

ベントが台頭 

・奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島世界自然遺産候補地の登録推薦書提出 

・沖縄県自然保護課と竹富町による西表島エコツーリズム推進体制構築事業開始 

・北谷町の（一社）北谷ツーリズムデザイン・ラボ、地域DMO に登録認定（登録

第1 弾） 

2018 年 
・おきなわコンベンションビューロー、広域連携DMO に登録認定（全国7 件目） 

・沖縄島北部3 村森林ツーリズム部会によるガイド制度の運用開始 

 

上記年表に記載した出来事を展開過程としてみるとき、概ね次の 3 期に区分できるのではないか。

すなわち、沖縄県でエコツーリズムの胎動が始まった 1990 年代を第 1 期に、次いで沖縄県が国内

外の動向と並行してエコツーリズムの推進が図られた 2000 年代を第 2 期に、その後エコツーリズ

ム推進法の施行や世界自然遺産登録を目指した動きに直接・間接的に関わって地域ごとの仕組みづく

りが台頭する2010 年代を第3 期にと、大きく３つの時期が設定できる。 

以下、各時期の主だった出来事を通して沖縄県内におけるエコツーリズムの動向を追ってみる。 

まず第1 期では、既述のとおり国内外でエコツーリズムが台頭し、具体的な展開が緒に就く初期段

階において全国に先駆け沖縄県内で動きが始まった一連の取り組みは、我が国のエコツーリズム沿革

史で記念碑的出来事として位置づけられてきている点が挙げられる。自主ルールの制定と運用を伴っ

た座間味村ホエールウオッチング協会の発足は、西表島エコツーリズム協会発足やその後の地域団体

の立ち上がりに繋がった。一方、沖縄県がこの時期に始めた自然体験活動指導者養成講座がその後の

流れを作る上で貢献人材を輩出した経緯は、人材育成の公的支援がエコツーリズムの展開に大きく寄

与したことを示すもので、エコツーリズム推進の更なる展開が不可避の今日的状況にあって再評価さ

れるべき出来事のひとつといえる。 

次に第2期の10年は、国連のエコツーリズム年（2002年）やエコツーリズム推進法の施行（2008

年）などの国内外の動きを背景に、沖縄県はエコツーリズム推進計画を策定（2004 年）し、関連事

業実施の受け皿として特定非営利活動法人沖縄エコツーリズム推進協議会が設立（2006 年）される

など、現在に至るエコツーリズム推進方策の枠組みが構築された期間であった。沖縄県のエコツーリ

ズム推進計画と沖縄エコツーリズム推進協議会については後に詳述する。自然体験観光による自然環

境や地域のコミュニティーへの負の影響の回避や、地域社会の活性化への貢献などエコツーリズムの

理念に沿ったさまざまな取り組みの具現化を図る仕組み作りがこの間に進められた。沖縄島北部での

自然体験活動についての憲章（2000 年）やガイドラインを策定（2001 年）の後、関係者ごとに

各々の配慮事項や役割を示した沖縄県エコツーリズムガイドラインが策定された（2004 年）。また、

2002 年に改正された沖縄振興特別措置法により、知事の認定を伴う保全利用協定制度が新設される

とともに、環境保全型自然体験活動（エコツーリズムと同義の用語と解されている）の推進に要する

資金の確保、人材の育成、情報の収集と提供などの措置について、国と沖縄県に対する努力規定が設

けられた。エコツアーガイド等による事業者ルールを知事が認定するこの制度は、自然環境の保全と

適切な利用のバランスに配慮した環境保全型自然体験活動を促すもので、エコツーリズムについての

一種の認定制度とみなせる、国内では他に例のない仕組みが導入された。 

以上のようにこの第2 期は、エコツーリズムの普及に関わる行政による措置の整備充実が図られた

時期だったと言えよう。 
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第3 期は、前2 期を通じ入域観光客が総じて右肩上がりで推移し、2018 年は1000 万人に届く

までに増加し、インバウンドとともに入域観光客数のさらなる増加が確実視される一方で、いわゆる

オーバーツーリズム問題や質の高い観光地の形成に向けサステイナブルツーリズム推進の希求が観光

関係者からも高まる傾向を等閑視できない状況にあり、エコツーリズムについてもその理念に沿った

事業の追求が避けられない局面を迎えている。世界自然遺産の登録を目指して手続きが進行し、観光

を地域づくりに活用する社会要請が高まるなか、地域の自然・文化遺産の持続可能な利用を保障する

質の高い事業運営が求めらる時代にある。その際、地域での取り組みであっても生物多様性の保全や

地球温暖化防止などの国際ルールへの対処も認識し実践に組み込むことも避けられない。こうした情

勢を認識した認証制度として地域ルールの運用が 2018 年から始まった沖縄島北部 3 村のガイド制

度や、西表島を対象に竹富町が新規条例に基づくツアーガイドの登録制度創設に向け準備を始めた。 

また、観光資源の保全と利活用を組み込んだうえで観光地の経営に当たる新たな組織、DMO が対

象地域の広がりの違いに応じて区分を異にしながら県内で稼働を始めており、今後拡大することが予

想されることから、DMO による観光資源の管理機能との統合が課題になるかも知れない。 
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（３）沖縄県全般の動向 

 １）観光動向 

入域観光客数は右肩上がりに推移している。2000 年（449 万人）と比較すると213％の水準とな

っている。旅行形態としては個人化が進んでいる。特にここ5 カ年においては、外国人の伸びがめざま

しい。更には、外国人においては、エコツアーの体験率が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：沖縄県 

図表５ 入域観光客数と観光収入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：沖縄県 

図表６ 国内観光客と海外観光客の割合《平成29年度》 
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出典：沖縄県 

図表７ 入域観光客数に対するエコツアー体験割合 

 

 

 ２）沖縄県における観光政策の動向 

沖縄県の観光振興に係る上位計画としては、第５次観光振興基本計画が存在している。この計画が沖

縄２１世紀ビジョン基本計画と目標の整合を図りながら、中期計画である「沖縄観光推進ロードマップ」

のもと取り組みを進めている。 

平成28 年度までは、観光目標を１兆円、入域観光客数１千万人とし、取り組みが進められてきたが

インバウンド観光客の急増など、環境変化を踏まえ、目標フレームが改定となり、平成29 年度以降は

平成33 年度の観光収入1.1 兆円、1200 万人に向けて取り組まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：沖縄県 

図表８ 沖縄県の観光振興に掛る上位計画の位置づけ 
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H29 688.8 8.9 1.3％ 269 44.3 16.5%

H28 664 11.2 1.7％ 213 35.5 16.7%

H27 626.6 9.3 1.5％ 167 29.5 17.7%

H26 618.4 9.2 1.5％ 99 15.1 15.3%

H25 595.3 6.5 1.1％ 63 6.4 10.3%
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 ３）沖縄県におけるエコツーリズムの推進施策 

沖縄県においては、エコツーリズムに対する取り組みの機運向上を受けて、「エコツーリズム推進計画

（2003-2007）」を策定して取り組みの推進を図ってきた。 

実施結果からみた課題を以下に示す。（次頁に「沖縄県エコツーリズム推進計画の実施状況」を整理し

た。） 

21 世紀ビジョン基本計画（平成 24 年度～平成 33 年度）では、保全利用協定が位置づけられてお

り、これに則った動きが採られてきた。 

 

＜沖縄県エコツーリズム推進計画（2003-2007）＞ 

目標 ①沖縄県体験・滞在型観光の推進 

②自然・文化環境の適切な保全 

③地域の活性化と自立 

施策 ①環境への配慮と保全 

②魅力あるエコツーリズムプログラムの開発 

③エコツーリズムの人材開発と育成 

④安全対策への取り組み 

➄推奨制度の構築 

⑥情報発信の新しい仕組みの構築 

⑦施設整備 

⑧推進体制の構築 

 

＜沖縄県エコツーリズム推進計画の実施結果からみた課題＞ 

①本来であれば当該計画が第２次、第３次と更新されていくことが望ましかったと思慮される。 

②推奨制度やガイド及びコーディネーター養成など、地域に密に係る取組が未達成となっている。 

③計画に関しては、現時点で「沖縄21 世紀ビジョン」「第５次沖縄観光振興基本計画」にて、環

境共生型観光の推進が掲げられている。 

④沖縄観光の入域観光客数は好調に推移しているなか、当該計画策定の背景にもなっていた旅行

形態の変化（コト消費）が近年はより顕著になっていることから、自然環境等の保全に配慮し、

地域活性化に資する持続可能な観光形態であるエコツーリズムの重要性は増している。一方で、

全県的な推進機関として設立された「Eco-Okinawa」が様々な要因があった結果、現状とし

て、当初想定していた機能（役割）を果たしきれていないことも、今後の沖縄観光を発展させ

ていく上でも重要なものであると考える。 
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図表９ 沖縄県エコツーリズム推進計画の実施状況 
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（４）沖縄県内における関連組織・団体 

エコツーリズムに関連する沖縄県全体に関わる業界団体やネットワーク組織を以下に示す。 

①～③については、各々設立目的が異なるものの参加事業者は一部重複している状況にある。 

 

①一般社団法人 沖縄体験観光協会 

→修学旅行受け入れを中心とした体験事業者の団体。【会員27 事業者】 

 

②NPO 法人沖縄県カヤック・カヌー協会（OKCA） 

→カヤック・カヌーを中心としたマリンスポーツマリンレジャーの普及発展・安全性への寄与 

【協会加盟店８４社（加盟店所属OKCA 認定ガイド 109 名）】※2017 年12 月時点 

 

③グリーンツーリズムネットワーク 

→グリーンツーリズム実践者の連絡・連携のためのネットワーク組織 

【設立時９団体】※2017 年４月時点 

 

④一般財団法人沖縄マリンレジャーセイフティービューロー（OMSB） 

→海域レジャーの安全の確保と振興【賛助会員230 社】 

 

 

（５）沖縄県内における地域ルール 

 １）地域ルール台頭の背景と経過 

全国的に先駆けエコツーリズムへの取り組みが早かったとされる沖縄県では、当初からエコツーリズ

ムを特徴づける3 本柱、自然・文化環境の保全、地域経済への貢献、地域振興を意識した展開がみられ

たが、これらの取り組みは先行した海外や国内でのエコツーリズムをめぐる産官学のいずれもが描く期

待像の興隆を背景としており、エコツアーほか野外体験観光に関わる事業者や自治体、観光団体等の間

でもエコツーリズムの理念ともいえる特徴への対応の必要性が広く認識されていた。 

サンゴ礁が広がり、固有の動植物種が多く分布する一方で絶滅危惧種も多い沖縄の自然を観光資源と

する沖縄では、自ずと自然環境保全についての社会的関心が高いこともエコツーリズムの理念の普及を

後押しした。 

こうした状況を背景にスタートした沖縄のエコツーリズムは、自然・文化環境の保全、地域経済への

貢献及び地域振興への配慮を具現化する手立てとして、宣言・憲章・ガイドラインによる認識の表明と

確認、規約・協定などの名称をもつ関係者間での取り決めルールといった取り組みの必要性が関係者の

間で理解され共有されてきた。このことは、次の表に例示する沖縄県や市町村、地域の関係団体、事業

者団体等により策定・運用されている取り組み事例を通して知ることができる。 
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図表１０ エコツーリズムに関係する憲章や地域ルールの沖縄県内事例 

憲章・ルール 例 策定・運用主体 
策定・運

用年 
摘要対象 

やんばる自然体験活動憲章 自然体験活動憲章策

定検討委員会 

2000 非特定（一人称） 

やんばるの自然体験活動ガイド

ライン 

沖縄県 2001 事業者・地域住民・行政・観光客 

沖縄県エコツーリズムガイドラ

イン 

沖縄県 2004 来訪者・地域住民・体験観光事業者 

西表島エコツーリズム協会ガイ

ドライン 

NPO 法人西表島エ

コツーリズム協会 

2002 来訪者・地域住民・体験観光事業者 

西表島カヌー組合規約 西表島カヌー組合 2006 組合員（事業者） 

座間味村ホエールウオッチング

協会自主ルール 

座間味村ホエールウ

オッチング協会 

※ 協会員（事業者） 

沖縄県カヤック・カヌー協会認定

基準 

沖縄県カヤック・カ

ヌー協会 

※ ※ 

沖縄体験観光協会加盟基準 ※ ※ ※ 

沖縄県環境保全利用協定認定基準 沖縄県 ※ 協定締結事業者 

宮古地域における海面の調和的

利用に関する指針 

宮古地区海面利用協

議会 

2008 観光ダイビング事業者・漁協・観光

事業者 

慶良間海域保全会議自主ルール ※ ※ ※ 

やんばる 3 村世界自然遺産推進

協議会ガイド制度 

やんばる 3 村協議会

森林ツーリズム部会 

2018 3 村域内事業者・域外事業者 

※詳細要確認 

 

表中の事例からは、多様な手立てがとられていることや、多岐にわたる主体による取り組みがみられ

ること、事業者による自主ルールや地域を限定したルールなどが県内各地で運用されていることなどが

わかる。 

また、エコツーリズムの理念に沿った取り組みの展開としてみると、各主体に認識や行動についての

理解を求める事項を例示する憲章やガイドラインに始まり、事業者間や地域の関係者で自主的に決めて

運用する地域ルール、基準を設けて一定の水準を担保する仕組みを伴う地域ルールへといった大まかな

流れがみえる。この点については、表中の事例に加え他の類似例についても運用経過を含めた調査が不

可欠で、この作業を通して、エコツーリズムやサステイナブルツーリズムの今後のあり方の具体像をデ

ザインできるのではないかと考えられる。 
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 ２）地域ルールに求められる普遍性とその具現化に要する体制 

沖縄県内の観光地（観光資源）に共通または個別の課題や懸念事項を解消し、ブランドに繋がる持続

可能な観光地経営を目指す検討を行う際、下図に例示する事柄に留意した項目や基準をルールづくりに

摘要することで、当該地域の事業者間による偏向や狭量な内容を含む地域ルールから国内外や地域外と

共通する課題に対処したルールとしてレベルアップを図ることができると考えられる。こうした地域に

おける新たな取り組みを支援できる体制の整備が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

  

過剰利用（オーバーユース）や
利用量の拡大に起因すること

利用者の無知や無理解に起因すること 観光地の開発や整備に起因すること

取 組 指 針 ・
有効ツール

・利用調整区域の設定
・総量規制の導入

・乗り入れ規制（マイカー規制、
車種規制）

・時間通行規制
・道路規格別利用規制
・車種規制
・認証制（登録・認定・表彰）

・ガイドライン（国際的、倫理的
適合）

・代替メニューの整備

キャパシテｲ―・ビルデｲング

セクター 手 法 教 材 あ
観光客 事前学習 体験プログラム

ビジターセンター履修

地域住民 地域学習・実習 固有の規範・公開情報
世代間交流

関係事業主体 定期研修・講習会 専門教育使用教材
免許更新 ベストプラクテｲス集

・持続可能な開発計画
・都市計画

・環境影響評価の実施 （アセス義
務付け）

・環境基本計画
・自然公園法に基づく保護計画
・赤土流出防止計画

・世界遺産登録資産の包括的保護
管理計画・適正履行

・MAB（エコパーク）の管理手法の
導入

・エコツーリズム推進法に基づく特
定資源の管理

・景観法/景観条例
・ベストプラクテｲス事例集

基 本 理 念 ・
姿勢

◯ 持続可能な発展 ○ 観光倫理の遵守 ○ 生物多様性保全 ○ 順応的管理 ○ 国際合意の履行
○ 法令遵守 ○ 社会貢献 ○ 情報公開 ○ 予防原則 ○ 説明責任 ○ ＤＭＯの運用
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（６）「NPO法人沖縄県エコツーリズム推進協議会」の概要 

 １）「NPO法人沖縄県エコツーリズム推進協議会」の設立 

全県的なエコツーリズムの推進を担う組織として、200６年に「NPO 法人沖縄県エコツーリズム推

進協議会」が設立され、設立当初の業務項目として以下の事項が挙げられている。 

 

＜業務項目＞ 

①エコツーリズム理念の普及啓発 ・エコツアー事業者ほか関係機関の参画促進 

・Web サイトの運用 

②エコツーリズムの仕組みを展開させる

ことによる地域づくりサポート 

・エコツーリズム認定制度の運用（各基準の再確認） 

・エコツアープログラムの開発展開 

・ガイドラインの普及および地域版への展開 

③エコツーリズム推進のための人材開発 － 

＜委員会体制（推進テーマ別）＞ 

１．理事会   

２．認定制度運営委員会 

３．やんばる地域委員会 

４．慶良間地域委員会 

５．西表島地域委員会 

６．安全体制推進 

７．広報推進 

８．行政機関連絡会議 

  ①目的（定款） 

この法人は、沖縄県において地域の自然や文化、歴史の適切な保全とその持続可能な利用による地域

活性化をすすめる仕組み、いわゆるエコツーリズムを推進することを通して、沖縄を訪れる方々およ

び沖縄県民に豊かな気持ちとなっていただくことで、環境保全と経済振興の調和がとれた社会を形成

することを目的とする。 

  ②事業（定款） 

（1）特定非営利活

動に係る事業 

① エコツーリズム認定制度の運営に係る事業 

② エコツーリズムガイドライン・保全利用協定の推進事業 

③ 環境保全のための調査・企画開発・運営事業 

④ 観光産業発展のための調査・企画開発事業 

⑤ 地域活性化のための調査・企画開発事業 

⑥ 人材開発・育成事業 

⑦ 環境教育事業 

⑧ 広報事業 

（2）その他の事業 ① 観光コーディネート事業 

② 情報通信ネットワークの開発・運営事業 

③ 広報メディアの企画運営事業 

④ 物品販売事業 
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  ③現状の活動内容（過去２カ年の実績） 

現状の活動内容として「沖縄県「エコツーリズム推進事業」」以下の内容が挙げられる。 

この他には、自主事業としてメーリングリストを活用した会員への情報提供や、ホームページによる

情報提供、ECO-Okinawa 募金（企業の募金を原資とした助成制度）を実施している。 

 

＜沖縄県「エコツーリズム推進事業」による＞ 

 平成28年度 平成29年度 

調査 ・認証制度創設に向けた調査研究 ・持続可能な観光をめぐる国内外の動向調査 

人材育成業務 

・研究大会名桜大学（２月） 

・座間味島の持続可能な観光地づ

くり支援 

・地域セミナー 

・研究大会OIST（2 月） 

・地域セミナー 沖縄市（1 月）／宮古島（3

月） 

プロモーショ

ン 
・おきなわアジェンダ21（10 月） 

・ツーリズムエキスポ（9 月） 

・おきなわアジェンダ21（10 月） 

情報媒体のあ

り方検討 
urumaDo!!の活性化に向けた改善 ・観光サイトの比較・課題抽出（11～3 月） 

＜ECO-Okinawa募金の状況＞ 

 
寄付総額 

（寄付事業者数） 

助成状況 
助成金総額 
（助成件数） 

助成内容 

平成29 年度 
270,000 円 

（２社） 

290,000 円 

（２件） 

・エコツアーふくみみ 

・国頭（くんじゃん）むんじゅくい工房 

平成28 年度 
270,000 円 

（２社） 

300,000円 

（２件） 

・くまのみ自然学校 

・わくわくサンゴ石垣島 

平成27 年度 
270,000 円 

（２社） 

300,000円 

（２件） 

・やんばるバードウォチング・クラブ 

・（特非）西表島エコツーリズム協会 

平成26 年度 
370,000 円 

（３社） 

150,000円 

（１件） 
・やんばるエコツーリズム研究所 

 

  ④現状の組織運営状況 

・理事会組織：会長１名、副会長１名、理事5 名、監事１名 

・会員組織 

・企画検討部会 

・特別研究員4 名 

・事務局 

 

  ⑤会員（平成30年12月末時点 正会員52） 

①正会員（個人）10 人 

②正会員（企業）16 法人 

③正会員（地域団体）26 団体 

④非会員（国・県・町村関係機関） 12 機関 
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  ⑥「NPO法人沖縄県エコツーリズム推進協議会」の概要 

平成 29 年度の収入について見ると約 502 万円となっている。支出面では、推進事業費支出 366

万円と、固定費的な要素が強い管理費84 万円となっており、再投資をする余力を作りづらい体質にあ

る。 

 

 

＜収支報告書（H29年度）より＞ 

区分 科目 金額 備考 

自主事業収入 会費・入会費収入 200,000 円  

受託事業収入 エコツーリズム推進事業 4,263,022 円 精算方式で大半を支出 

その他 寄付金・雑収入 566,422 円 助成金等による支出要素 
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（７）エコツーリズムに係る課題 

 １）沖縄のエコツーリズムの課題 

入域観光客数の増加に伴い、エコツーリズムのフィールドにおいても過度な集中が見られ、環境保全、

利用管理等が求められる状況が、より深刻になってきている。 

業種によって事業参入に法的規制もなく、参入に対する障壁が低いため、事業者やガイドの技量にば

らつきがあり、品質を担保することが困難となっている。 

各地域においては地域のエコツーリズム団体、観光協会、事業者が現場の課題解決を行っている場合

があり、独自のローカルルールを設定し、地域のフィールドで遵守すべき事項を定めている場合がある。 

商用サイトを中心としてアクティビティの利用に関する情報発信が行われているものの、沖縄県のエ

コツーリズムの付加価値となる要素が十分に発信されていない。このため、「UrumaDo!」（平成30 年

6 月閉鎖）を通じたエコツーリズム振興の視点から情報発信を行ってきたが、サイトを自立的に維持・

運営することが難しく、インターネットを通じた情報発信の面から課題となっている。 

個人ブログや SNS の普及により、地元住民や事業者しか知らなかった資源に多くの一般客（県民、

学童など）が訪れるようになり、現場では危険行為やゴミの放置、動植物の採取等が急速に拡大してい

る。 

このような状況が招来しているとき、以下の対応が求められる。 

 

◯エコツーリズムフィールドの適正利用や保全に向けたマネジメントに係るノウハウの提供 

◯世界自然遺産登録に向けた動きに呼応し、貴重な資源を観光振興に活かす仕組みの構築 

◯持続的なエコツアーの提供に向け、人材育成を通じたコンテンツ・プログラムの付加価値の向上 

◯利用と保全、地域経済の好循環を生み出すための沖縄エコツーリズムのブランド形成とSNS など公的

なエコツアー情報サイトの整備と情報発信 

◯利用者に対する沖縄県のエコツーリズムの付加価値に関する適切な情報発信 

◯適切な利用管理を行い、上記の課題を解決しうる認証制度等についての検討 

◯取り組みが進捗する各地域のツーリズム団体との関係性を強化し、連携および棲み分けのもとでの各種

取組の促進 

 

 ２）現状の組織体制面の課題（NPO法人沖縄県エコツーリズム推進協議会） 

常勤スタッフの存在しない組織体制であり、以下の課題を生じている。 

 

◯予算がなく適切な人材を配置できていない。その結果、マンパワーが不足していて、地域やエコツアー

事業の課題解決に資するノウハウの提供などの支援に十分な対応が出来ていない。 

◯ノウハウの継続的な蓄積を図るための適切な態勢が確保出来ていない。 

◯事務的作業要員が確保出来ておらず受託事業の執行に付随する業務が重荷になっている。 

◯財源は委託料収入、寄付金、会費収入であるも、いずれも些少で限りがあり、新たに財源を確保するよ

うな新規企画に取り組むことが出来ない。 
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（８）組織のあるべき方向性（案） 

 １）組織の役割 

  ①品質確保を推進する役割（人材育成、保険制度、認定制度） 

  ②エコツーリズム・サステイナブルのブランド価値を発信する役割 

  ③関連機関や関連業界との調整や情報収集を行う役割 

 

 ２）担保すべき機能 

  ①品質確保を推進する役割（人材育成、保険制度、認定制度 等） 

ⅰ）調査研究機能（関連機関からの定常的な情報収集・分析、特定テーマに関する調査研究） 

ⅱ）各地のエコツーリズム団体と連携し取り組み向上を図る機能（県内で統一して推進すべき事項な

どの調整・情報提供、団体間の情報共有促進） 

ⅲ）会員に対する情報提供機能（会員のメリットに資する情報の提供、会員はエコツアー事業にとど

まらず旅行、観光などに関わる幅広い主体とすることを想定する） 

ⅳ）セミナーやシンポジウムの企画運営を通じた人材育成機能 

 

  ②エコツーリズム・サステイナブルのブランド価値を発信する役割 

ⅴ）沖縄のエコツーリズムの最適な発信やコンテンツの品質確保に向けたマーケティング機能 

ⅵ）プロモーション機能（県外への情報発信、県内事業者・住民等の啓発） 

ⅶ）企業等の寄付による助成制度の運用・情報発信 

 

  ③関連機関や関連業界との調整や情報収集を行う役割 

ⅷ）渉外機能（旅行会社、企業からの問い合わせ、事業者とのマッチング、国際機関や海外団体に対

する窓口機能） 

ⅸ）沖縄県への政策立案・提言機能（ハード面・ソフト面で政策立案と要望） 

ⅹ）その他、沖縄県のエコツーリズムの振興に資する取り組みのための機能 

ⅺ）関係者のネットワーク形成の基盤となるプラットフォーム機能 

 

（※次年度すべての機能を具備した組織を立ち上げることは実質困難であることから、段階的に体制

整備を行うことが想定される。） 
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 ３）組織の形態 

  ①組織の位置づけ 

a）独立した組織としての運営 

新規組織の設立もしくは、既存組織の統廃合を含め独立組織を設立・運営する。 

（例：Eco-Okinawa と体験観光協会の統合 など） 

b）既存組織への機能の移管 

既存機関に機能を編入し運営する。 

（例：広域DMO としてのOCVB など） 

 

  ②財源確保の可能性 

a）自治体等から受託事業 

「担保すべき機能」のうち、公益性の高いものについては、自治体等からの受託事業としての請負

を想定する。（⇒ ⅱ・ⅳ・ⅴ・ⅵ が対象と想定される。） 

また、これらの機能について専門人材による対応を行うことにより、当該組織にノウハウが蓄積し、

自治体等から随意契約により事業を受託することが考えられ、収益面での安定化が図られることが想

定される。 

 

b）自主事業収入 

・会員サービス事業（会員料、認定料収入 等） 

・外部受託事業（施設等の指定管理、受託事業、各種コミッション 等） 
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（９）組織の継続運営に向けた方策（案） 

 １）基本的な考え方 

◯“組織化”による滞りのない事業運営 

中期的な視点から安定的な事業運営を行うためには、スキルをもつ人材を組織内に確保し、業務

対応を行うことが求められる。 

このためには、適切なスキル（経営能力、専門能力）を有する事務局人材の確保が求められる。 

 

◯組織の安定運営のための財源の確保・安定化 

上記のとおり事業運営の安定化を図るためには、安定した収益確保が必要となる。この他には新

たな組織に求められる役割を鑑み、沖縄県内のエコツーリズムの関連領域に関する調査や研究に掛

る受託事業を行うことが考えられる。 

合わせて、年間を通じたキャッシュフローの安定化のために、民間企業や公共主体のアドバイザ

ー業務や、自主事業収入を見込む必要がある。 

 

◯事業上の必要条件の充足 

新組織の実効性の担保のためには会員数の獲得や、関連業界との提携などが求められる。 

（旅行会社との契約要件等） 

 

 ２）今後必要な対応 

新たな組織の継続運営のためには、以下に示す5 つの観点からの対応が求められる。 
 

  ①経営機能の確保 

→組織としてのビジョン・中期計画づくり 

→中期計画に沿った組織運営 
 

  ②財源の確保・多様化 

→会費収入の強化、事業受託収入（指定管理費用、各種調査事業の受託等） 

→観光税からの予算充当（認証制度の管理費用 等） 
 

  ③人員体制の確保 

→専門人材の確保（職務範囲の明確化や適切な給与の設定） 

→補助人材の確保 
 

  ④既存組織との最適な連携、棲み分け 

→OCVB、体験観光協会、カヤックガイド協会、地域エコツーリズム協会、DMO・地域観光協会 

→組織を有効に機能させるための位置づけ・関係性の構築 
 

  ⑤新規事業の取り組みに向けた検討 

→フィールド管理の受託を通じた管理手法の確立・情報発信 
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（１０）今後の検討方針とロードマップ（案） 

 １）組織の位置づけ（案） 

組織の位置づけ・形態と今後の方向性（案）を以下に示す。現時点では、組織の成立の制約条件や立

ち上げの難易度から独立組織としての設置を基本案とする。 

 

＜組織の位置づけ（案）＞ 

 位置づけ 形態（例） 備考（主体等） 方向性 

Ⅰ 独立組織と

して設置 

NPO 法人、社団法

人、財団法人等とし

て、求められる機能

を満たす組織を立

ち上げ 

・制約条件が少なく現実的 

・関連団体役員の理事就任によ

り、組織や機能の拡充を図る。 

◯ 基本案とす

る 

Ⅱ 機能が近い

既存組織を

母体として

設置 

 

体験観光協会など

の既存の機能の近

い組織を母体とし

て機能の充実を図

る。 

・既存組織の会員組織や活動実績

を活かした展開を図る。 

・母体となる組織・関係者との合

意形成が必要。 

（沖縄体験観光協会 等） 

△ Ⅰの派生型

として検討

する。 

Ⅲ 既存組織内

の部署等と

して設置 

担当職員を配置し

て事務局事務を実

施（エコツーリズム

推進室 等） 

・OCVB の機能を活かしつつ組

織の機能を担保する。 

△ 可能性を探

るべく、

OCVB との

意見交換を

引続き行う。 

Ⅳ 事務局体制

の民間企業

への委託 

当面の現機能の担

保策として県から

民間委託する。 

・持続的な体制として成立が難し

い 

・過渡期を担う団体としての暫定

運用 

－  

 

 ２）ロードマップ（案） 

次年度以降の取り組みのロードマップ案を以下に示す。 

平成31 年度は、新組織の行動計画の策定を行うとともに、調査事業等の受託の可能性を探るべく、

自治体や公共団体等へのサウンディングを行うことが想定される。 

また、新体制スタート時における人員体制においては、民間企業からの出向の受け入れや、業務の外

部委託を行いつつ、組織に内にノウハウの蓄積を進めていくことが想定される。 

 

＜当面の取り組みのロードマップ＞ 

H30 H31 H32 H33 

・あり方の検討 ・実施に向けた調整 

・行動計画策定（５カ年） 

・調査事業等受託事業の可能性

のサウンディング 

・新体制スタート （・観光税の施

行） 

・体制の確立 

・体制の移行期間 



 

24 

２.１.２ 認証制度のあり方についての検討 

（１）趣旨 

沖縄県では、自然環境を活かしたアクティビティを多数行われているが、業種によって事業参入に法

的規制もなく、参入に対する障壁が低いため、事業者、ガイドの技量のばらつきから品質を担保するこ

とが困難となっている。 

事業者、ガイドの一定の質の担保を図り、観光客への安全面の確保や満足度の向上を図るために、体

験型観光事業に係る認証制度等について検討する。 

 

（２）これまでの検討経緯・現状・課題 

 １）これまでの検討経緯 

本項については、平成 28 年度沖縄県観光整備課委託業務として、ECO-Okinawa が実施し取りま

とめたエコツーリズム推進事業報告書で過年度の取り組み経緯が整理されており、その再掲により背景

も含め理解に資したい。 

沖縄県においては、かねてよりエコツーリズムの推進に資す施策が実施されてきた。それらの施策は

2003 年度から５ヵ年を計画期間として策定された沖縄県エコツーリズム推進計画において体系化さ

れ、①沖縄県における体験・滞在型観光の推進、②自然・文化環境の適切な保全、③地域の活性化と自

立を図るため展開されてきた。これらの諸施策は多様な取り組みを８項目に整理し推進を図るとされ、

具体的には、①環境への配慮と保全、②魅力あるエコツーリズム・プログラムの開発、③エコツーリズ

ムの人材開発と育成、④安全対策への取り組み、➄推奨制度の構築、⑥情報発信の新しい仕組みの構築、

⑦施設整備、⑧推進体制の構築が掲げられた。 

これらのうち、推奨制度の構築として掲げられた当該制度については、2004 年度から 2006 年度

にかけ、オーストラリアにおいて広く運用されている制度、NEAP＊1)を参考にしたプログラム及び事業

所を認定対象とする制度が検討され、認定基準、3 段階レベルの設定、自己申告による認定手法、認定

主体などその実施・運用上の要件についての取り扱い方針まで整理・検討された経緯がある＊2)。 

その後、2010 年に策定された沖縄21 世紀ビジョンにおいて将来像のひとつとして掲げられた「希

望と活力にあふれる豊かな島」の実現に向け、世界水準の観光リゾート地の形成を基本施策のひとつと

して位置づけ、沖縄21 世紀ビジョン基本計画（2011）及び沖縄21 世紀ビジョン実施計画（2012）

により一連の施策が打ち出された。これらによれば、国際的な沖縄観光ブランドの確立を目指す施策の

一環として環境共生型観光の推進を図るとし、そのためのツールのひとつにエコツーリズムの推進を位

置づけ、①エコツアーのプログラム情報を紹介・発信するウェブサイトのコンテンツ作成、②コーディ

ネーターの育成、③品質保証制度の検討・構築・導入を具体的な取り組みとして計画に取り上げられて

いる。 

これらのうち③の品質保証制度については、沖縄21 世紀ビジョン基本計画と符合する第5 次沖縄県

観光振興計画（2012）においても、多様で魅力ある観光体験の提供を施策の基本方向に掲げ、その具

体的施策のひとつに品質保証について、観光サービスや観光事業者の認定・認証制度の導入の検討が位

置づけられている。2000 年以降エコツーリズムの取り組みが進捗するなかで、認証制度等の創設に向

けた検討が何度か行われているが、現在までに認証制度の創設が実現していない状況にある。 

検討が進まなかった要因としては、各検討時点において、認証制度等の実施に伴い実質的にもたらさ
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れる効果が不透明であったことから認証・認定の主体や方法、財源確保の考え方に関する議論を成熟さ

せることが出来なかったことが挙げられる。 

 
＊1)  NEAP：National Ecotourism Accrediation Program の頭字語。オーストラリア・エコツーリズム協会（EAA）がオーストラリア・

ツアーオペレーター協会と共同で 1996 年に世界で初めて設けたエコツーリズム認証プログラムの呼称。EAA は 2002 年、会社組織

（Ecotourism Australia Limited : EA）に移行し、2003 年から認証制度の呼称をECO certification に変更している。 

＊2) 沖縄県観光商工部観光振興課（2007）エコツーリズム認定制度モデル構築事業報告書。 

 
 

 ２）現状・課題 

県内では、豊かな自然資源・文化資源を活かした様々な体験プログラムが実施されているなか、入域

観光客数の増加を背景に、ツアー提供事業者数についても増加の傾向にある。世界自然遺産登録に向け

手続きが進行する折柄、沖縄島北部、西表島での事業者の増加がかねてより問題視されてきた。 

また、LCC 就航で入域者数が増えた石垣島でも廉価なツアー商品を域外事業者が提供する事態に、

自主ルールを設け、サイトを利用する域内事業者の間で対策が課題にされている。 

現状では、業種により届け出などが義務化されておらず、小規模事業者が多く、地域ごとに分散して

いる状況もあり、事業者の実態が把握できていない点も問題視されている。事業者の中には、資源の過

剰利用や、資源保全の一端を担っている地域社会と関わりを持たない場合があり、この対策についても

地域の課題になっている。 

一方で個人ブログや SNS の普及により、地元の住民や事業者しか知らなかった資源に多くの一般客

（県民、学童など）が訪れるようになり、現場では危険行為やゴミの放置、動植物の採取等が急速に拡

大しているケースも報告されている。 

事業参入に法的規制もなく、初期投資も少なく始められるなど参入の障壁が低く、誰でも事業を始め

やすいことに、一部の品質の低いツアー商品が提供される原因がある。具体的には、体験プログラムの

質、安全面への配慮、地域や環境への配慮に欠ける事例や、無保険、HP 内容との相違や追加料金の発

生といった事態も起きている。 

さらに、顧客獲得のための低価格競争を招来したり、低い投資余力のもとで品質確保が困難になるな

ど、ブランドイメージの低下を引き起こしている点も看過できない問題も生じている。 

一方、観光客の視点からすると、価格以外の観点からプログラムを選ぶ際の基準（指標）が設けられ

ていない現状や、公的または第三者機関による認証制度が無いために、事業者が一般利用者に注意を促

しても十分な効果が得られず、場合によってはトラブルに発展するケースもある。 

以上のような事態が出来し、現場での改善を図る手立てとして、認証制度の効果に事態の打開を求め

る事業者が増える傾向にある。 
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（３）認証制度創設に当たり考慮すべき事項（案） 

持続可能な観光のあり方に応えつつ、沖縄21 世紀ビジョンや観光振興基本計画が掲げる本県及び沖

縄観光が目指す将来像の達成に資し、かつ環境保全型自然体験活動のブランド化を期す認証制度につい

て、国内外の事例や動向をも考慮してイメージするなら次の要素を取り入れた制度設計を想定したい。 

・吟味された認定制度の適用・運営ユニットの設定。 

・諸特性に対応できる地域主体による運用を基本とする認証制度。 

・地域ユニットで運営にあたれる組織整備の支援策。 

・国、県、地域及び関係団体による認証制度運用に対応する共同体制の樹立。 

 

また、認証制度の実効性を期すには、以下に例示する事項を組み込んだ制度設計の検討が不可欠であ

ることをも強調しておきたい。 

・認証制度の対象の明確化（ダイビング、宿泊事業、運輸事業などにも対処）。 

・既に運営されている既存の類似制度との関係の整理（他制度との協働が効果的）。 

・認証取得者に対する多様なインセンティブの検討と具体化。 

・認証取得準備及び取得後のスキル向上を支援するサービス機構の常設。 

・離島県における諸制約をカバーするきめ細かなサービス機構の整備。 

・市民向け啓発活動を継続しての提供。 

・国際的潮流のフォローアップ。 

・国内外の動向や国際的規範に順応できる専門家集団と施設を備えた専門機関の創設（仮称：持続可

能観光推進センター）。 

・沖縄21 世紀ビジョンや観光振興基本計画、生物多様性沖縄戦略、環境基本計画など中長期関連計

画の統合。 

 

 １）基本的な方針 

◯環境面・社会面・経済面での持続を目指す「サステイナブルツーリズム」を具現化するための制度

とすることを目指す。 

◯エコツアー事業者向けの認証制度等の検討を行い、今後、他業種も含む制度についても検討する。 

◯県内の統一的な推奨制度を想定し、県内のエコツアー提供者が満たすべき共通事項（基礎的な要件、

共通して満たすべきと考えられる事項）を充足することに対して認証を行う制度を想定する。 

◯地域ごとのローカルルールとの役割分担を行い、相互連携と棲み分けを図る。 

◯ローカルルールを含め認証基準の設定に当たって、GSTC など国際水準に準じた基準を組み入れる

などして、世界水準の観光リゾート地として国際評価に耐える制度設計に留意。 

※本推奨制度とローカルルールを満たすことにより、全県での取り組み向上を図りつつも、地域環

境への配慮、地域社会への配慮を行いつつ適切に経済活動が行われるよう制度設計する。 

※ローカルルールと県内の統一制度の双方が連携することを通じて相乗効果を発揮することが可能。 
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＜制度の概要・ローカルの制度との棲み分けについて＞ 

 県統一の推奨制度（仮案） 参考：ローカルの制度※ 

仕組み 事業所の推奨 認定ガイド／登録ガイド 

範 囲 沖縄県内全域 フィールド単位 

対 象 ガイド業を営む事業所 

 ※民泊団体等ガイドに関わるものは範疇と

する。 

※事業所規模に応じて費用を負担 

ガイド個人 

主 体 沖縄県（新たな団体） 公的機関が関与する部会 

要 件 ・安心安全に係る基本的な事項（保険への加

入、安全講習の受講 等） 

・沖縄県内で意思統一すべき事項についての

カリキュラムの受講 等 

・地球温暖化防止や生物多様性保全に関連す

るカリキュラムの受講 

・登録ガイドの資格保有 

・地域での活動実績 

・居住実績・勤務実績 等 

（※認定ガイドの例） 

認証等の 

枠組みの

特徴 

・県全域の取り組み向上が可能。 

・外部への情報発信上のわかりやすさ。 

・規模感を活かした取り組みが可能 

（旅行業の契約条件への組み入れ） 

◯地域に応じたきめ細やかな対応が可

能（特色が出せる、局所的・即地的な

課題解決が可能） 

◯現場との距離が近く、運用上の課題収

集や制度設計やカスタマイズが可能。 

※やんばるにおける制度を参照例として記載 
 
 
 
 

 ２）具体的な制度面での方針 

◯安心・安全で質の高い観光体験を推奨していく上でも、観光客及び環境や地域への配慮に係る一定

の基準を設け、当該事業所の区別を図る。 

◯具体的には、関係団体との合意形成の基（合意形成までには複数回の勉強会や意見交換会を実施）、

プログラムを実施（運営）する際の基準を設け、基準を達成している事業所に対しては、沖縄県が

事業者を推奨する「推奨マーク」を交付する。 

◯全県的な取り組みの基礎となるよう、事業所を対象とした推奨制度とする。個人で活動しているガ

イドについても、取引のある事業所との連携により推奨制度の傘下に入る仕組みとする。 

◯旅行会社の視点からも認証の導入に対するニーズが挙げられており、今後、旅行会社との契約条件

として採用して頂くなど取り組みの実効性を高める運用についても期待される。 

◯各事業者が広告する際にロゴマーク等の掲出や専用HP で事業者一覧の掲出、取組のプロモーショ

ンを実施。 

◯SDGs による目標など国際的に定められている配慮事項について踏まえ（漏れがないよう）、制度

の枠組みは検討する。 
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＜取り組みのポイント＞ 

・観光客や旅行会社等の買い手側に、取り組みによる買い手側のメリットについて、理解して

頂きかつ、認知度を高めることが重要。 

・並行して、多くの事業者に取り組みの価値認識して頂き、認定制度を活用して頂くことが重

要。（「縛り」＜＜「メリット」） 

 

 

  

関係団体の 

合意形成の基 
新規団体 

（運営母体） 

体験協会 
カヌー・ 

カヤック協会 
Eco-Okinawa その他 



 

29 

（４）期待される効果 

◯地域環境への持続的な配慮が実践される。 

◯地域社会への持続的な配慮が実践される。 

◯雇用の創出・継続を通じた社会環境との好循環が生まれる。 

◯観光客がプログラムを選ぶ際の基準となり、悪質な事業者を選ぶ確率を減らすことが期待される。

（観光客の満足度向上へ寄与） 

◯認証制度がブランディング化されることで、地域に配慮された観光形態が実施され「持続可能な観

光」へ向けた取り組みが図られる。 

 

なお、認証制度に期待できるメリットとして、奈良市に所在する UNWTO のアジア太平洋地域支援

事務所が作成した資料では下記の点を挙げている。以下引用する（原文は英語）。 

・法令遵守：社会規範に則った、公正・公平な業務の遂行態度を訴求できる 

・説明責任：利用者や地域住民など利害関係者へ事業内容を明示できる 

・環境や遺産への負の影響の軽減化 

・利害関係者との協働や触合いを誘発  

・地域ビジネスの好ましい競争の惹起  

・観光客の満足に応える品質の保証 

 

また、2015 年度に沖縄県の委託事業を受託してECO-Okinawa が行った、ニュージーランドで一

般的な認証制度であるクオールマークの認証効果についての事業者等ヒアリングにおいて、顧客の獲得

上特に有利であることはなく、自らの事業内容の水準を認証基準により自己評価できる点を認証制度の

メリットとして挙げていたのが印象的であったことを追記しておきたい。 

認証制度をテーマに、沖縄県の委託事業を受託して行った過年度のセミナーでの経験によれば、事業

者が認証制度に期待する点は、自らの事業への直接的な利益の還元の有無であり、利益をもたらすこと

がインテンシブとして捉えられているように思われる。 
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（５）県内の参考事例 

 １）NPO法人沖縄県カヤック・カヌー協会 

名称 沖縄県カヤックガイド検定 

対象 個人、事業者 

認証機関 NPO 法人沖縄県カヤック・カヌー協会 

認証条件 パドルワーク・セルフ&グループレスキュー・海図、天気図の読み方や危険生物へ

の対応・ロープワークに至るまでガイドとして必要な技能検定を実施 

認証にかかる費

用 

沖縄県カヤック・カヌー協会加盟店 10,000 円 

非加盟店 20,000 円 

認定カード発行手数料 別途1,000 円 

その他 以下の講習を実施 

・安全講習会 

・公認ガイド継続講習 

・ガイド検定・事前講習 

 

 ２）やんばる3村森林ツーリズム部会 

正式名 やんばるの森ガイド制度【登録ガイド／認定ガイド】 

認証対象 個人、事業者 

認証機関 やんばる3 村森林ツーリズム部会 

認証条件 【登録ガイド】 

・3 村部会が開催する講習会を受講すること 

・やんばる森林ツーリズム全体構想および利用ルールの遵守に同意すること 

・年に2 回以上地域に貢献する活動に参加・協賛していること 

・救急救命の知識及び技術を有すること 

・賠償責任保険に加入していること 

・本人確認ができること 

・18 歳以上であること 

【認定ガイド】 

・登録ガイドの条件 

・３村部会が実施する認定ガイドになるための試験に合格している 

・当該村の認定ガイド（または協議会・部会構成員）2 名以上に資質が認められて

いる 

・以下Ⅰ、Ⅱのいずれかを満たしている 

Ⅰ．当該村での居住年数が2 年以上であり現在も居住 

Ⅱ．当該村内の地域に根差したツアー事業者に勤務 

・ガイドとしてやんばる3 村内での実務経験が直近2 年間に６０回以上ある 

その他 ツアーを行う場合、フィールド毎の利用登録も必要 
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【フィールドの種類とツアーを開催できるガイドについて】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【認定・登録のしくみ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【フィールド利用の流れ】 
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【やんばる3村部会森林ツーリズム有償ガイド登録／届出の流れ】 
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２.１.３ 検討委員会・報告会の開催 

（１）検討委員会の概要 

 １）基本的な考え方 

エコツーリズム及び体験型観光に関連する事業者等で検討委員会を組成し、推進体制及び認証制度の

あり方を検討した。 

また、中間報告を11 月に、最終報告を3 月に実施した。中間報告はニュースレター形式で関係者へ

の周知を行い、最終報告は３月に開催したサステイナブルツーリズム推進フォーラムにて検討結果の報

告を行った。 

 

 ２）実施概要 

検討委員会の実施概要及び検討の流れ、検討メンバーを以下に示す。 

 

図表１１ 検討会の開催概要 

日  程 第1 回（9 月）、第2 回（11 月）、第3 回（2 月） 

回  数 検討会3 回 

討議事項 推進体制及び認証制度のあり方についての検討 

会場・開催方法 那覇市内の会議室、スカイプ等遠隔地からの参加にも配慮した 

 

図表１２ 検討の流れ 

スケジュール 討議事項 

第１回（9月） ・沖縄県のこれまでのエコツーリズムの取り組み 

・沖縄県のエコツーリズムのあるべき姿 

・県内の取り組み推進の課題と今後の方向性 

（推進体制と認証制度） 

第２回（11月） ・県内推進体制の素案について 

・認証制度の素案について 

中間報告（11月） （ニュースレターにて関係者に検討状況を共有し意見を募集した） 

第３回（2月） ・県内推進体制の案について 

・認証制度の案について 

最終報告（3月） （サステイナブルツーリズム推進フォーラムにて最終報告を行った） 

 

図表１３ 検討委員 

区分 氏名 所属・役職 

学識者 海津 ゆりえ 文教大学教授／日本エコツーリズム協会理事 

協議会 花井 正光 会長／元琉球大学観光産業科学部教授 

協議会 新垣 裕治 副会長／名桜大学国際学群教授 

専門家 小林 政文 沖縄体験観光協会 会長／日本エコツーリズムセンター世話人 
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＜オブザーバー（協議会理事）＞ 

協議会の理事についてはオブザーバーとして位置づけ、検討経緯について適宜、情報共有を行い、意

見を求めつつ検討を進めた。 

区分 氏名 所属・役職 

協議会 緒方 修 理事／NPO 法人アジアクラブ理事長 

協議会 大坪 弘和 理事／一般社団法人座間味村ホエールウオッチング協会事務局長 

協議会 島袋 裕也 理事／NPO 法人東村観光推進協議会エコツーリズム部会副会長 

協議会 中神 明 理事／竹富町観光協会理事 

協議会 中村 圭一郎 理事／一般社団法人沖縄観光の未来を考える会事務局長 

OCVB 米谷 保彦 （一般）沖縄観光コンベンションビューロー 受入推進課長 

 

＜学識者委員の紹介＞ 

海津 ゆりえ  文教大学国際学部国際観光学科 教授 
  

【経歴】 

1998 年3 月-現在 NPO 法人 日本エコツーリズム協会 理事 

1995-2007 年 有限会社資源デザイン研究所 代表取締役社長 

2007-2013 年3 月 文教大学 国際学部 准教授 

2013 年4 月-現在 文教大学 国際学部 教授 

【研究概要】 

エコツーリズムを通じた環境保全と地域振興に関する研究、ならびに持続可能な観光のあり方に関

する研究を行なっている。地域住民による資源価値の把握手法、エコツーリズムの推進プロセスや評

価等を事例分析に基づき、応用可能な理論構築を目指している。 
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（２）検討委員会の実施結果 

 １）第1回検討委員会 

第1回検討委員会の実施概要を以下に示す。参考に会議資料及び議事録を参考資料1-1に添付する。 

 

図表１４ 第1回検討委員会 概要 

開催日時 平成30 年９月26 日（水）9：30～11：45 

開催場所 沖縄民間観光案内所「アーストリップ」 

出席者 

海津 ゆりえ（文教大学国際学部 教授） 

花井 正光（（特非）沖縄エコツーリズム推進協議会 会長） 

新垣 裕治（（特非）沖縄エコツーリズム推進協議会 副会長） 

中村 圭一郎（（特非）沖縄エコツーリズム推進協議会 理事） 

議事次第 

１．開会 

２．エコツーリズム推進体制の構築へ向けたあり方に関する検討委員会設置要綱の説

明 

３．委員長及び副委員長の互選 

４．委員紹介 

５．議題 

（１）本事業の趣旨 

（２）県内におけるエコツーリズム組織の取り組みについて 

（３）認証制度のあり方について 

６．次回日程について 

７．閉会 

会議の様子 
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 ２）第2回検討委員会 

第2回検討委員会の実施概要を以下に示す。参考に会議資料及び議事録を参考資料1-2に添付する。 

 

図表１５ 第2回検討委員会 概要 

開催日時 平成30 年11 月12 日（月）９：30～10：45 

開催場所 P's SQUARE 5 階 会議室A 

出席者 

海津 ゆりえ（文教大学国際学部 教授） 

花井 正光（（特非）沖縄エコツーリズム推進協議会 会長） 

新垣 裕治（（特非）沖縄エコツーリズム推進協議会 副会長） 

小林 政文（（一社）沖縄体験観光協会 会長） 

議事次第 

１．開会 

２．今後の検討の流れと前回の検討内容の振り返り 

３．議題 

（１）県内におけるエコツーリズム組織の取り組みについて 

（２）認証制度のあり方について 

４．次回日程について 

５．閉会 

会議の様子 
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 ３）第3回検討委員会 

第3回検討委員会の実施概要を以下に示す。参考に会議資料及び議事録を参考資料1-3に添付する。 

 

図表１６ 第3回検討委員会 概要 

開催日時 平成31 年2 月5 日（火）14：00～16：00 

開催場所 民間観光案内所 アーストリップ 

出席者 

海津 ゆりえ（文教大学国際学部 教授） 

花井 正光（（特非）沖縄エコツーリズム推進協議会 会長） 

新垣 裕治（（特非）沖縄エコツーリズム推進協議会 副会長） 

小林 政文（（一社）沖縄体験観光協会 会長） 

議事次第 

１．開会 

２．前回の検討内容の振り返りと意見照会結果 

３．議題 

（１）県内におけるエコツーリズム組織の取り組みについて 

（２）認証制度のあり方について 

４．その他 

・第１～３回検討委員会の総括について 

・フォーラムの実施について 

５．閉会 

会議の様子 
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２.２ 持続可能な観光のあり方検討について 

２.２.１ 持続可能な観光の体制構築に向けたあり方検討 

（１）取り組みの方針 

「沖縄21 世紀ビジョン」（想定年：2030 年）では、将来像の１つとして「沖縄らしい自然と歴史、

伝統、文化を大切にする島」が位置付けられており、観光資源として活用されている「沖縄らしい自然

と歴史、伝統、文化」の保全継承に取り組むことは観光振興の側面からも重要な使命であると考えられ

る。 

「第５次観光振興基本計画」では、将来像（VISION）として示す「世界水準の観光リゾート地」と

しており、計画の達成イメージのなかでも（観光資源の状態）について、「観光資源は、自然・文化資源

ともにその価値が尊重されており、地域の状況に応じた適切な活用がされるとともに、その保全が図ら

れている。」とされている。 

県の観光振興の取組を持続的なものとして行くためには、経済的な目標達成のみにとどまらず、社会

環境や自然環境といった要素についても着目し、適切な資源管理のもと観光地経営を推進していくこと

が必要であると考えられる。 

 

（２）これまでの取り組み 

これまで沖縄県では、「環境共生型観光推進事業」を通じて、主にエコツーリズムの振興により、保全

と利用の両立といったテーマに取り組んできた。また、国立公園のインバウンド受入環境整備や、世界

自然遺産の推薦地域を対象とした体制整備や利用ルールの策定などに通じて自然資源を保全・活用しつ

つ観光客の受入に取り組まれてきた。 

昨年度は、２月に「環境共生型観光の推進に向けた座談会」を開催し、サステイナブルツーリズムの

展開に向けた、取り組み課題について主にソフト施策の面から意見交換を行った。 

また、本年度「エコツーリズム推進体制の構築へ向けたあり方検討会」において、全県のエコツーリ

ズムの推進組織と、認証制度の検討に取り組んでいる。 

 

（３）本年度の取り組み 

本年度は、サステイナブルツーリズムの観点から、沖縄県としての取り組みのレベル感を明らかにし、

沖縄県や関係機関の連携のもと、課題解決に取り組みを推進した。 

具体的には、持続可能な観光に関する各業界の取り組み状況・取り組み意向の把握を行った上で、観

光関連事業者から幅広く参加者を募り「持続可能な観光のあり方」についての勉強会を開催した。 
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２.２.２ 持続可能な観光のあり方検討勉強会の開催 

（１）基本的な考え方 

「持続可能な観光のあり方」について検討を行う会議体を設け、関連事業者等で勉強会を組成し、事

業者横断で連携を図った。 

昨年度は、「座談会」の形式で意見交換を実施したが、特に行政機関においては、年度予算で事業が執

行するなか中期的な視点での意見交換が難しいという課題があった。そのため、本年度は関係機関同士

の取り組み施策や課題について情報共有し、共通認識の形成を目指す勉強会形式で、「持続可能な観光」

に向けた取り組みを進めることとした。 

 

（２）開催概要 

以下に「持続可能な観光のあり方検討勉強会」の開催概要を示す。 

 

図表１７ 持続可能な観光のあり方検討勉強会 概要 

開催日時 平成30 年12 月21 日（金）15：30～17：30 

開催場所 那覇市職員厚生会「厚生会館」 中会議室 

出席者 

大島 順子（琉球大学 国際地域創造学部国際地域創造学科 

観光地域デザインプログラム 准教授） 

花井 正光（（特非）沖縄エコツーリズム推進協議会 会長） 

小島 博子（（一社）日本旅行業協会沖縄支部 副支部長） 

金城 仁 （沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合 理事） 

高倉 直久（（一社）沖縄県ホテル協会 理事） 

内田 晴長（（一社）美ら島観光施設協会 会長） 

白石 武博（那覇商工会議所 観光部会 副部会長） 

米谷 保彦（（一財）沖縄観光コンベンションビューロー 受入事業部 受入推進課 課長） 

宜保 健作（沖縄総合事務局 運輸部企画室 観光振興官） 

議事次第 

１．開会 

２．取組の趣旨説明 

３．サステイナブルツーリズムの考え方と取組例 

４．分野毎の取り組み状況と取り組み課題 

（１）各業界における取り組みについて 

（２）沖縄県における今後のエコツーリズムの取組体制について（情報の共有とご意

見の募集） 

５．閉会 
 

 

 

 

 

 

 

図表１８ 勉強会の様子 
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（３）開催結果 

以下に勉強会で行われた議論の概要を示す。 

 

論点 意見の概要 

指標の設定  ハワイでは、持続可能な観光に向けて多くの KPI が設定されている。例

えば、KPI に「住民満足度」が設定されており、半年に一度のペースで

住民満足度の調査が行われている。行政と民間で共有することができる

ようなKPI を設定するべき。 

 ハワイですでに設定されている KPI に対して、沖縄の現状の数値を比較

することは有意義である。 

 観光客 1 人あたりどのくらいごみを出している、水はこのくらい使って

いる、観光客 1 人あたりの水の使用量が削減されると年間これくらい水

の使用量が削減されるなど、マイナス面の指標があっても良い。観光客

1 人あたりの正と負のインパクトをしっかり設定すべき。 

 沖縄の島の範囲で完結できるか。水、ごみ、居住も含めた労働力、在来

種生物など、他地域と融通が効かないものを一度整理し、それらの量な

どを把握して指標を設定することが重要となる。 

資源の有限性 

 

 資源は有限であるという認識を観光産業の業界内で強めていくべきであ

る。循環型社会に関する指標は世に出ているので、参考となる。また、

地産地消の品種改良も農林水産省主導で話が進んでいる。 

宿泊税と 

住民への貢献 

 

 ハワイでは500 億円の宿泊税による税収があるが、うち300 億円は一

般会計予算に組み込まれ、200 億円程度は観光プロモーションや自然保

護等に使用されている。一般会計にもこれだけ組み込まれているので、

住民も恩恵を受けている結果となっている。 

県民の教育 

 

 観光の実態調査で「全県的に県民がごみのマナーが悪く、沖縄のイメー

ジを悪くしている」という意見があった。県民への環境教育は観光の観

点からも必要である。 

 特に漂着ゴミは市町村外からやってくるため、市町村レベルでの取組で

は解決はできず、広域で取り組む必要がある。 

 島内でごみを集めた際に、島内で処理ができない。クリーンアップ活動

等でも、「処理できないごみは拾わないように」という通達がくる。 

行政界の横断 

 

 道路への植栽について、国道・県道・市町村道など管轄があるなかで、

連続した景観形成を行うためには、行政界をまたいだ連携が必要となる。 

気候変動 

 

 IPCC（気候変動に関する政府間パネル）は 2100 年までに世界の多く

の海岸線が消滅するという特別報告をしており、沖縄もその対象となっ

ている。ビーチが重要な観光資源である沖縄にとっては深刻な問題であ

る。 
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第３章 人材育成（「サステイナブル推進フォーラム」の開催） 

３.１ 開催概要 

沖縄観光の魅力の中核は、亜熱帯気候に育まれた豊かな自然環境や生活文化、歴史資源などが代表格

として挙げられ、年間を通じて多くの観光客がこれらの魅力を享受している。 

沖縄県の入域観光客数は 984 万人（平成 30 年暦年）と、6 年連続で過去最高を記録しており今後

も増加の基調にある。このような状況のもと、過度な観光客の増加や、地域的な集中は、沖縄観光の魅

力の源泉を毀損してしまう恐れがあり、これらの課題に対応するためには、関連業界の連携により持続

可能な観光地づくりを目指すサステイナブルツーリズムへの取り組みが求められる。 

本フォーラムでは、サステイナブルツーリズムの普及・推進のきっかけとすべく、取り組みのベスト

プラクティスとして著名なスイス・ツェルマットの事例に学び、更には、沖縄で蓄積されてきたエコツ

ーリズムとの連携や統合に向けて理解を深める場とした。 

 

図表１９ サステイナブルツーリズム推進フォーラム概要 

開催日時 平成31 年3 月1 日（金）13：30～17：00 

開催場所 琉球大学 文系講義棟 215 教室、111 教室 

対象者 
観光関連業界（旅行社、宿泊事業者、交通事業者 等）、体験観光事業者、 

観光協会・DMO、市町村・関係行政機関、テーマにご関心のある方 など 

主催等 

主催：沖縄県文化観光スポーツ部 観光振興課 

共催：NPO 法人沖縄エコツーリズム推進協議会 

後援：国立大学法人琉球大学 地域連携推進機構 

（受託事業者：(株)オリエンタルコンサルタンツ） 

 

図表２０ プログラム 

 内 容 テーマ 

第Ⅰ部（13:35-14:45） 

全体会１ 
基調講演 海外ロールモデルに学ぶサステイナブルツーリズムの実践 

第Ⅱ部（15:00-16:20） 

分科会1 
パネル討論 

サステイナブルツーリズムの観光業界全体への浸透を図

るには 

分科会２ ワークショップ 
サステイナブルツーリズムにマッチしたエコツアー商品

を皆で造成してみよう 

第Ⅲ部（16:30-17:00） 

全体会２ 
全体会・総括 

沖縄県が目指すサステイナブルツーリズムの方向性につ

いて討論する 
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＜実施結果の詳細＞ 

【第Ⅰ部 全体会】（13:35 - 14:45）                  

＜基調講演：海外ロールモデルに学ぶサステイナブルツーリズムの実践＞ 

趣  旨 人口5,700 人の小さな町でありながら、年間約170 万泊の滞在者を受け入れる、世界
でも有数の山岳リゾート「ツェルマット」。限られた資源を活かしながら多くの観光客を
受入れ、持続可能な地域づくりを行っており、世界のトップブランドを形成するスイス・
ツェルマットの取り組みについて紹介した。 

講  師 山田 桂一郎 氏 （JTIC・SWISS 代表、NPO 法人日本エコツーリズム協会 理事） 

形  式 ○基調講演 60 分 
○質疑応答 10 分 

 

＜基調講演 山田氏の紹介＞ 

三重県津市生まれ。スイス在住の観光カリスマ（内閣府・国土交通省（観光

庁）・農林水産省 認定：2005 年）。ヨーロッパを中心とした環境保全と滞

在プログラム・ツアーの実施と観光・集客交流の事業化、マーケティングの

経験を活かし、地域振興に関する講演やセミナーに全国各地から招聘されて

いる。2011 年には週刊日系ビジネス誌において「次代を創る100 人」の

一人として選出。 

2016 年 11 月には藻谷 浩介氏との共著として「観光立国の正体」（新潮新書）を出版。総務省地

域力創造アドバイザー、内閣官房地域活性化伝道師、内閣官房クールジャパン地域プロデューサー、

北海道大学客員教授、和歌山大学客員教授、奈良県立大学客員教授など。 

 

【第Ⅱ部 分科会】（15:00-16:20）            

＜分科会①：観光業界にサステイナブルツーリズムの浸透を図るには＞ 

趣  旨 エコツアーや体験観光の現場とその他の観光業界が、一体的にサステイナブルツーリズムの

推進に取り組む手がかりを考えるとともに、観光産業界で広くサステイナブルツーリズムの

実践を推進するツールとしてのプラットフォームの創設を目指す契機としたい。 

登 壇 者 山田桂一郎氏（JTIC・SWISS 代表、NPO 法人日本エコツーリズム協会 理事） 
白石武博氏（株式会社カヌチャベイリゾート 代表取締役社長） 
中島泰氏（公益財団法人日本交通公社 観光地域研究部 主任研究員） 
（コーディネーター：中村圭一郎氏（ECO-Okinawa 理事）） 

参 加 者 宿泊業、旅行社、ガイド、観光協会、自治体、コンサル、大学生等 

形  式 パネルディスカッション 

 

＜分科会②：サステイナブルツーリズムにマッチしたエコツアー商品を皆で造成してみよう 
－ 旅行社、体験事業者、宿泊施設等による協働体験を通じて －＞ 

趣  旨 異なるステークホルダーが協働して、サステイナブルツーリズムに準拠したエコツアー
の商品造成を考える。この作業体験をもとに、県内各地で当該地域の関係者による具体
的な商品造成の実施や取り組みを推進し、サステイナブルツーリズムの主流化に向けた
機運づくりにつなぎたい。 

登 壇 者 ジャンボツアーズ 福岡将之氏、国際旅行社 諸見里一壽氏、 
つばめや 平安山勇希氏、うちな～ホームステイ ゆしゆし 吉本浩史氏、 
おきなわさんぽ 吉田岳人氏 
（ファシリテーター：小林政文氏（ECO-Okinawa 特別研究員）） 

参 加 者 旅行社（オペレーター）、ガイド、宿泊業、観光協会等 

形  式 旅行社、宿泊業、ガイド業からのプレゼンとワークショップ 
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【第Ⅲ部 全体会】（16:30-17:00）           

＜全体会・総括＞ 

趣  旨 基調講演での問題提起や分科会での討議を踏まえ、沖縄県が目指すサステイナブルツー
リズムの方向性について会場全体で討議した。 

登 壇 者 
中村圭一郎氏（ECO-Okinawa 理事） 
小林政文氏（ECO-Okinawa 特別研究員） 
山田桂一郎氏（JTIC・SWISS 代表、NPO 法人日本エコツーリズム協会 理事） 

形  式 ・分科会の報告、山田氏からのコメント 
・フロアから感想や質問 
・総括（花井正光氏（ECO-Okinawa 会長）） 
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３.２ 広報活動 

サステイナブル推進フォーラム開催にあたり、広報活動を行った。 

 

図表２１ 周知先リスト 

 周知先 

1 各市町村観光課 

2 各市町村観光協会 

3 内閣府沖縄総合事務局 運輸部企画室 

4 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 

5 一般社団法人 八重山ビジターズビューロー 

6 一般社団法人日本旅行業協会沖縄支部 

7 沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合 

8 一般社団法人沖縄県ホテル協会 

9 一般財団法人沖縄美ら島財団 

10 一般社団法人美ら島観光施設協会 

11 一般社団法人沖縄県レンタカー協会 

12 一般社団法人沖縄観光の未来を考える会 

13 一般社団法人沖縄経済同友会（観光委員会） 

14 沖縄県商工会議所連合会 

15 沖縄県商工会連合会 
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図表２２ サステイナブル推進フォーラムWEBサイト 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表２３ サステイナブル推進フォーラム広報チラシ（表面） 
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図表２４ サステイナブル推進フォーラム広報チラシ（裏面）  
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図表２５ 2月27日琉球新報           図表２６ 2月28日沖縄タイムス 
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３.３ 開催結果 

（１）参加状況 

本フォーラムの参加状況は、行政11 名、観光協会11 名、旅行会社・売り手側企業13 名、体験事

業者12 名、宿泊2 名、業界団体・経済団体5 名、大学教員・学生8 名、その他（民間企業・団体等）

14 名、その他3 名の合計79 名であった。 
 

  

図表２７ サステイナブルツーリズム推進フォーラムの様子 

 

（２）開催状況 

 １）第Ⅰ部全体会（山田講師による講演） 

第Ⅰ部全体会（山田講師による講演）の概要を以下に示す。 

 

図表２８ 第Ⅰ部全体会の概要 

テ ー マ 海外ロールモデルに学ぶサステイナブルツーリズムの実践 

講  師 
山田 桂一郎 氏 

（JTIC・SWISS 代表、NPO 法人日本エコツーリズム協会 理事） 

形  式 
○基調講演 60 分 

○質疑応答 10 分 

 

  



 

50 

＜基調講演の概要＞ 

（サステイナブルツーリズムの考え方） 

・サステイナブルというキーワードはすごく大事。ツ

ーリズムだけが持っているものではない。いろいろ

な地域、社会、産業でサステイナブルは大事である。 

・中心市街地活性化の仕事を最近多くしているが、今

一番私の中で課題となっているのが長野市である。

新幹線の駅の長野駅から善光寺までの 2,000ｍの

参道がけっこうだめになっていて、駅前の方はシャ

ッター街になっていないが、入っているテナントは

全部東京からのチェーン店である。ここで落ちたお

金はどこへいっているのか。               図表２９ 基調講演の様子 

・スイスのツェルマットに住んでいると、観光の視察より環境の視察が多くその受け入れをしていた。 

・観光にしろ、農林水産業にしろ、その土地の伝統工芸品のような２次産業だけで地域が持続可能な形

になるか、食っていけるかというとそうではない。産業は産業で稼いでもらって、守る方には一人で

も多くの方に関わってもらわなきゃいけないし、最終的には地域経営という全体の取り組みになる。

なのでサブタイトルで住民主体の地域経営体制の仕組みというふうにさせていただいた。 

・ツェルマットがまさにそうだし、ツェルマットには近頃、観光というよりは地方創生時代なので地域

経営、稼ぐ力を持つ地域とはということでそういう視察が増えた。 

・住民主体で地域経営がうまく進んでいるところは、北海道の弟子屈町である。 

・地域に関わっていて、実際に地元で動いている方がマスコミに取り上げられることはすごく嬉しい。 

・日経ビジネスの「次代を創る 100 人」に選ばれたとき、日本スイス化計画と書いてあるが、日本を

スイスのようにしているように見えるらしいが、実はここがサステイナブルに繋がることである。 

・スイスは連合国家である。日本と大きく制度が違うのは公金がもらえないところである。よって地域

が基本的に自立して稼ぐしかないという条件のもとスタートしている。 

・私が関わっているところは民間のクラウドファンディングのお金を使おうが、銀行の融資を受けよう

が補助金を使おうが最終的には自分で稼いでくれないと困る。ただ、稼いで儲けるだけではなく税金

もちゃんと払ってほしい。 

・スイスは実は少子化と高齢化の問題はゼロではないが、日本に比べるとバランスが良く、お年寄りも

多いがちゃんと子どもたちも生まれている。 

・私は、スイス以外にもドイツ、イタリア、フランス、オーストリアの観光局で仕事をしていますし、

日本に来るとシンガポールにも行ったりするが、若干抱えている問題や課題が違う。 

・スイスは移民の受け入れもしているが、世界中は人口増である。貧困とか水が飲めないとか食料が足

りないみたいな話が課題としては大きく重要度が高い。日本は人口減少にどう立ち向かうか。 

・サステイナブルツーリズム、持続可能な社会などいろいろな言い方があるが、持続可能性を今後考え

た時に前提があまりに違いすぎる。 

・人が減っていく中でどうするかということと、人が増えていく中でどうするかというところとやるこ

とが違ってくる。ただ、やることは違ってくるが考えなければいけないことは同じではないかと思っ

ている。 
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（地域の自立について） 

・皆さんにとってのサステイナブルツーリズムとはな

んなのか。中には地域振興、活性化に結びつけたい

方もいると思う。そういった方にあえて聞きたいの

は、みなさんがねらう成果はなんなのか。サステイ

ナブルツーリズムを推進して得られる結果や求め

ているものはそもそもなんなのか。 

・私の場合は、最終的には日本に住んでいるあらゆる

人達が幸せになってほしいと思うし、社会が豊かに

なってほしいと思っている。漠然としたものじゃな

く、いろいろあると思うが、観光なので知名度を       図表３０ 基調講演の様子 

上げるとかお客さんにたくさん来てほしいとか自然保全、保護の話もあるかもしれない。 

・どれくらい高い視点と広い視野でサステイナブルツーリズムを考えていただいているか。 

・実際、いろんな国、地域を見ている中でどこに目的をおいておかなければいけないかというと、持続

可能性の前提は自立である。ここが意外と抜けがちである。会社だと当たり前だと思うが、自立しな

いと持続可能性の継続はない。 

 

・私は国際協力でアフリカやいろいろな国にいくことがあるが、どこかに頼って持続可能性を担保する

ことは簡単である。住民は住民で役所がやってくれるんじゃないかと思っていたり、国が面倒見てく

れるんじゃないかという話がある。 

・国際協力をやっていて、いろんな地域や国を自立させたいと願っていろんなご支援をしているが、自

立しようとしない。 

・幸せな社会を実現するためにどうしても避けて通れないのは、もちろんその地域の自然環境とか生態

の保全保護の話もあるが、どうしても環境を守るにはお金がかかるので経済的な基盤がないと実質で

きない。 

・稼いでいきていけなかったら何も守れない。そもそも従業員の生活も守れない。 

・地域経営を考えた時に何が大事かというと、人を減らさない努力もそうだが、消費額向上である。 

・住んでいる人たちがお金を使ってくれないと困る。地域単位で見ると観光客がお金を使う量と地元民

が使う量は違う。ましてや地元の人たちが地元でお金を使う先とインバウンドが来て使う先でどれく

らい経済効果が違うかは見えている。 

・次に大事なのは、域内経済循環である。私が住むスイスでも日本国全体でも沖縄県だけでも 100%

地元のものだけで回すのは難しい。 

・観光ですから、一人でも多くの方に来ていただきたいが、観光産業外貨獲得といって、それプラス住

民のお金も含めて地域内で１円でも多くお金を使ってもらうとその結果、そのお金がなるべく沖縄県

とか日本から出ないように絞って地域内で加速度的に回ってもらわないと景気は良くならないし税

収はあがらない。 

・2017 年ツェルマット人口5,700 人の村が観光だけではなく農業でも稼いだ。農業と観光と電気自

動車も作っているが、あるゆる産業で稼いでキャッシュ度を高めることによって自立しており、州政

府に昨年度は上納金を、40 億円くらい収めた。 
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・1 次消費額の話だけではない。これだけでは全然足りないので、回せるかまわせないかはすごく大事。 

・富山にYKK の本社がある。北陸新幹線に乗ると富山に行く手前に広大な敷地があり地平線が見えな

いくらい大きい工場があって雇用を 1 万人くらい創出したのではないかと思い聞いてみると 2000

人しか働いていない。 

・私の故郷の津市の隣に亀山市があるが、シャープの工場があり亀山モデルで有名になったが、地域は

活性化していない。ロボットと機械しか働いていないので定住人口が増えることに繋がっていない。 

・突っ込んだお金は、YKK が1,280 億、シャープの工場は136 億使ったが、人を呼ぶことができな

い。実は周りから通われている方もすごく多い。 

 

（付加価値の向上について） 

・観光とサービスは、飲食、宿泊、体験事業、あらゆる事業がうまくいけばいくほど、待ったなしです

ぐ人を雇わなければいけない。ただ、ここには一つ条件があって、生産性が高い、付加価値が高くな

いと人が雇えない。 

・特にスイスは物価が高い。肌感覚でいうとEU は日本からすると倍ほどである。なぜ高いのかという

と社会保障が手厚い。 

・税金はたくさん払うが、社会不安と将来不安がほとんどない状態だとあまり貯金をしない＝お金をよ

く使うので経済が回る。 

・生産性が高いのと付加価値が高いというのは人件費にちゃんと跳ね返っている。私のスイスの会社で

は、全くスキルのない新卒を雇うと最低賃金は46 万くらい払わないと雇えない。 

・八重山では観光客数は減っているが、消費額は上がっている。 

・生産性をどうやってあげるか、付加価値をどうあげるかというと最終的には販売価格をあげるしかな

い。 

・安いものをたくさん作るのをやめろと言っているわけではない。もっと売りたければもっといいもの

を作ってピラミッドの頂点を引き上げるしかない。そうしないと裾野は広がらない。 

・特に日本は人口減少社会というのは、国内市場が縮小するだけではなく働く労働者も減るので奪い合

いである。 

・ちょうど一年くらい前、最後の団塊の世代の塊が定年を迎えた方が約 1,000 万、新卒が 590 万し

かいなかったのでどこに行っても人不足である。だから、働いていない女性に活躍してくださいとか、

退職したあとも安い給料ではあるが働いてくださいということをやるしかない。 

・皆さんの企業がサステイナブルでいたければ、いい給料払いますよというインセンティブを持ってい

ないと他の会社、産業にとられてしまう。 

・人口が増えている、減っている関係なしに良い人材に来てほしかったら、最低ちゃんと良い給料を払

わないといけない。もちろん、社会保障、福利厚生もきちんと考えなければならない。なぜこんなこ

とをするのかというと、もちろん将来のためである。今だけでなく将来のために手を打っておかない

といけない。 
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（地域の合意形成について） 

・全員努力とよく言いますが、考えても仕方ないし住

民の合意形成は無駄だと考えている。一度失敗して

から住民の合意形成をしたことがない。 

・今まで関わった地域で一番人口が少なかったのは鳥

取県の集落で人口３人である。ここの地域振興に行

ったら、一回もこの３人が合意形成してくれないと

いうことがあった。 

・県民全員に聞くとあったが、理解はしているが自分

には関係ないという人たちが多い。無理やりアンケ

ート調査をすると県民全員がいつでも街の将来の     図表３１ 基調講演の様子 

こととか地域のことを考えているわけではないので、何か困ったことはありますかと聞くと家の前を

なんとかしろということを言ってくることがある。 

・これまで、先輩方は優秀な経営者の方が多かったが、人口ボーナスのときにしか経営してらっしゃら

ないので、人口が減っていく時に経営していた人たちがあまりいらっしゃらない。そういう意味では

今日ここに来ている若い方たちには頑張ってほしい。 

・特に戦後、7,200 万人しかいなかったのが、毎年100 万人単位で50 年くらいで増えたので、そう

いう意味では働く人も消費者も増えていたときの経営とこれからの経営は違う。前提が全く違う。 

・マトリックス表を見ると30 年単位で見ても沖縄県は一番若い人たちは減らない。とはいっても、30

年で15%人口は減る。日本中減らないところはない。 

・残念ながら沖縄は戦争中に４人に一人の方が亡くなっていらっしゃるが、その後のベビーブームのお

かげでお年寄りが多い。 

・離島によってはお年寄りがいないところもたくさんあると思う。私だったらそっちが良いなと思う。

なぜなら、お年寄りが増えないということは社会保障、医療控除がかからない。 

・離島によっては、来年くらいから65 歳以上の増加がとまり、あとはどんどん減っていくのが多いの

で、その分浮いたお金は子育て支援や若い人たちのためにいくらでも使えるようになる。 

・持続可能な地域振興で大事なのはどの島もそうだが、その島で生まれた人たちが戻ってくること。そ

うでないと、I ターンは定着しない。 

・懇談会でいろんな中小企業の人と会う機会があるが、皆さんの商売はいつまで持つんですかと聞くと、

俺の代まではなんとかなるとか生きている間は頑張るとか将来のことを全然話してくれない。そうい

う人に限って娘息子は都会に出している。なのに、うちの街には若い人が必要だとか地域おこし協力

隊をやたらほしがって、来たら来たで自分と合わないからといじめて外に追い出すということを繰り

返す。こんなことで持続可能性を担保できるのか。 

・SDGS やヨーロッパのインジケーターシステムの話もしたいが、ETIS という単語も覚えておいてほ

しい。あとGSTC というのもある。 

・持続可能性を考えているのは世界中もそうですし、政策的にだけではなく観光の世界も同じ。 

・資料として去年出た国土交通政策研究所の作った、持続可能な観光政策のあり方に関する調査研究が、

初めて住民目線で調査をした報告書である。 

・先ほど、スイスは連邦国家という話をしたが、大きさは九州くらいであるが意外と世界中では一番に
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なっていることが多い。 

 

（スイスのブランドについて） 

・まず、ブランドの話をするとナショナルブランドで世界最強なのはスイスである。なぜならば、スイ

ス国旗そのものがアイコン。時計、チーズ、チョコレートのパッケージやいろいろなものにスイス国

旗がデザインとしてついており、ついていると世界中の人たちがいいものだということで買ってくれ

る。買ってくれるのは何故か。この国旗が信頼、信用されているからである。質が高いものを作り続

けて来たということと、質を上げ続ける努力を手を抜かなかったことでお客様と市場を裏切らなかっ

た。もちろんミスや失敗もあった。社会の見解と合わせいろんな商品開発をしてきた。 

・最近、日本市場でネスレのキットカットが逆輸入していろんなバージョンがあるが、それこそ世界中

でその地域の市場にローカルコミットしながら生き残っている会社が非常に多い。 

・スイス、フランス、イタリアは先進国の中ではずっと貿易黒字で日本から稼ぎまくっている国である

がここがすごいのは、日本に対して全産業の製品を見つける。１次産業製品や、ワイン、チーズ、パ

スタや金融などを売るが、最終的には一番いいものは自分の国に来ないと買えないよという仕組みで

ある。 

・一番付加価値が高くて利益が取れるのは輸送費をかけないというのが一番良い商売である。 

・世界中にブランディング、ものを売ることも大事だが、一番大事なのは地元で売るということを一貫

してやること。 

・資源的な話をするとどう考えても沖縄のほうが有利である。観光でうまくいかないはずがない。 

・アルプスに山があるでしょと言われるが、アルプスの山はきれいだが岩と雪なんで経済価値としては

難しい。山菜も取れないしきのこも生えないし、非常に貧弱で多様性はない。 

・私がなぜ確信犯的に日本にきて地域振興をやっているかというと、日本の方が絶対に稼げるから。 

 

（マーケティングについて） 

・自分が働いていたDMO が４つあるが、何が大事かというとマーケティングとポジショニング。スイ

スは何でも他の地域とかぶらないように努力する。 

・簡単にいうと街も、自立可能性というのは、唯一無二のポジションを取っていくとその可能性は高く

なる。国の中ではジュネーブは国際都市というポジション、大都市もいろいろな商業都市があるが、

うちは金融、うちは精密機械とか、観光でもツェルマットは車がない環境リゾートで、サンポリスは

逆に飛行場があって、ちょっとスマートな金持ちに来てほしいというポジションでみんなが棲み分け

ている。 

・ツェルマットは陸の孤島と言われている。ジュネーブから鉄道で４時間。車で行っても車が入れない

ので隣村で降りて馬車で入る。 

・日帰りができないのであまり物見遊山の客がいない。物見遊山の客は逆にいらない。 

・ツェルマットの場合は来てしまったお客さんには日帰りだろうが大満足させるべく全村民が命をかけ

るが、来てほしくないお客さんが明確にいるので来ないでという努力もすごいする。大事にしないと

いけないお客様をわかっている。 

・ちなみに人口 5,700 人という話をしましたが、ホテルが 125 件、ホリデーアパートメントという

コンドミニアムを合わせるとベッド数が１万 3,000 くらいあるが、年間 200 万でずっと推移して
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いる。 

・景観条例、建設条例、自然保護条例があるためこれ以上建物を増やすことはできない。私がツェルマ

ットに入ってからほとんどベッド数は変わっていないが、年々売上は上がっている。数の上限は決ま

っているのに売上は上がっているということは、年々客単価が上がっているということである。 

・リピーターが 70%いる。ただ、リピーターが多いと場所によっては客単価が下がるところが多い。

何故かと言うとリピーターは本来、客単価をあげるのは難しい。 

・毎回来ても、同じホテルで同じ食事をして同じ体験をする人が多い。よっぽどのことをしないと新し

いことにお金を使ってくれない。ツェルマットはその新しい提案がうまく行っているから売上が上が

っている。 

・人口増加していくヨーロッパの国々の中に、大事なことはその地域に住める最適な人口規模がどのく

らいかを一番最初に考えなければならない。 

・ツェルマットが人口5,700 人を1 万人に増やせるかというとできない。1 万人にしようと思うと、

景観条例をなくして高層マンションをバンバン建てるということができれば人口を増やすことがで

きる。でもそれをしてしまうと魅力を失い人が来なくなる。 

・すでに、ごみ処理能力、上下水道、特に下水処理能力が今でもバッファをもたせているが、頑張って

も6,000 人が限界である。 

・沖縄県の各島々の最適人口、産業規模はどのくらいか考えたことはあるか。 

・大事なのは、観光客ではなく地元住民が幸せなためにはどのくらいがいいのか。どうやってフラット

化させていくか。 

・ツェルマットの人たちは、環境が多いのもそうだし、自分たちがやっていた経営努力について、なぜ

こんなに頑張っているのか聞くと、街を良くして次に繋げると話していた。 

・ツェルマットはある意味 150 年かけて理想像を達成してきた村である。昔は、観光もなく非常に差

別された人たちだった。150 年かけて環境共生型観光リゾートを作り上げて達成してきたが、それ

でももっと良くしていかないとだめだと、その努力をする姿も大事だ。それは後世に自分の親の背中

を見せるような話と同じで努力し続けないと次に渡せないし、努力していかないと応援してもらえな

い。 

・商売、地域、環境を考えようがこれを横串をさせる唯一の視点は将来をどう見るかということだけで

ある。 

・昔、リゾート法でえらい目にあったがその時は誰かが儲かった。その時はいい時代だったかもそれな

いが、ちょっと先を考えたら宮崎県のような輸送能力が低い地域に箱をたくさん作ったって、MICE

と言ったって、輸送能力がなければ開けないということをわかるはずである。 

・将来を見越したり、将来こうありたいということではなく、それをするためには、そこの視点から見

て自分たちがやっていることがどうそこに繋がるのかという、将来の視点で全部横串をさしてほし

い。 

 

（地域の将来に対する考え方について） 

・スイスは意識が高い。なぜこんなに意識が高いのか考えていただきたい。何が大変って人の意識を変

えることはすごく大変で、どんな仕組み制度を用意しても無関心だとやらない。 

・スイスの人はなぜやるのか。スイスはずっと貧乏だった。ほとんどが出稼ぎという歴史があった。外
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に行った時にいろいろな技術を持って帰ってき

た。物がない国なので未だにツェルマットの人た

ちはいつ食えなくなるかというのはすごく考え

ている。 

・日本で町が困ったとよく言われるが、私が一番困

るのは、そうはいっても日本は生活に困っていな

い人たちが多いので、地域振興、活性化がんばり

ましょうと言ってもそれ以上はやってくれない。 

図表３２ 基調講演の様子 

・1 次産業の方たちも年金をもらっている人が多く、自分たちが食べられるくらいの野菜が取れればい

いと言うし、中心市街地活性化といいつつシャッター街がたくさんあるが、お店も開けなくてもその

他の収入で食べていけるから閉めている。 

・地域で関わる時に私が必ず聞くのが、誰がこの地域で困っているんですかと。誰かに頼っていれば生

きていけるとなっていませんかと。 

・5,700人の人口のうち1,500人が所属するゲマインデという住民自らが地域を経営する組織がある。

地元で生まれ育った人たちしか入れないが、生まれ育った方たちが全員入っているわけではなく自分

たちが生まれ育った街をどうにかしたいと思った人たちが 1500 人集まっている。ここがある意味

パブリックでその隣に役場がある。日本では官・民というが、ツェルマットは官・公だと思っている。 

・ブルガーゲマインデという地域経営組織がいきなり地域経営といっても民間事業やビジネスを始める

わけではなく、ここが出資したマッターホルングループというところが稼ぐ。 

・ツェルマットはもともと州に住んでいた司教の持ち物だったが、自分たちで買い戻したところから歴

史がスタートする。その土地の権利を持っているので、農耕地、森林、自然環境をちゃんと自分達で

管理しているし、総量規制ができる。土地の権利を持っているので外資に食い荒らされることもない。

人口と総量規制をするけれども、すべて自分たちの計画通りにいっているが、ゾーニングして使える

ところと使いないところを区分分けして使ってもらっている。 

・マッターホルングループ株式会社はいろんな民間企業にも出資しており、最近特に日本から話を聞か

せてほしいと問い合わせがあるのはサポート会社とマネジメント会社である。 

・事業承継をどうするかということで、ツェルマットも後継者問題はゼロではない。まだ息子が学生だ

ったり、別のところに勤めているのでその間、経営を預かってくれる。もしくは、経営者がもうやる

気がないとか引退だと言ってもいきなり廃業するのではなく、所有と経営を分けて経営だけをその会

社に任せるということをやっている。あとは、普段の財務的なお手伝いや人材育成を行っている。 

 

（DMO の運営について） 

・DMO の話になってくるが、ツェルマットだけでなく隣村のテッシュとその隣村のランダがゴルフ場

を持っている３つの街で、観光地デスティネーションの経営をしているが、中心はツェルマット観光

局である。やっているのはブランドマネジメントと人材育成。また、データを持っているのでマーケ

ティングセールスもしている。 
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・よく日本版DMO でもDMO の経営能力をあげて自主財源を確保と言っているが、大きな間違えで本

来は地域内の個々の事業者の経営能力を上げてくれないと活性化にならない。 

・DMO の登録に関わった人は申請用紙に SWOT 分析があり記入していると思うがああいうことをや

らせるのがだめ。そもそも観光は相手によってSWOT が変わる。ツェルマットは日帰り観光客がタ

ーゲットであれば、距離が遠いことは弱みとなるが、長期滞在で静かな環境でリゾートライフを楽し

みたい方には強みとなる。相手によって変わるということを考えていない。 

・最新のデジタルマーケティングは個々の経営者の経営力を伸ばすプログラムを持っている。自分たち

で取ったデータをもとに、リテンション志向といって、顧客データベースを持ってリピーターを増や

して客単価を上げることに非常に特価している。 

・3 つの村とブルガーゲマインデに観光局。観光関連の団体組織で、日本では確かこういう仕組みを作

ると弟子屈町とか気仙沼でここに農協、漁協が入ってくるがツェルマットの場合は、ブルガーゲマイ

ンデの12 組織に農業者や他の産業事業者は入っている。この全体でオーガナイゼーション、体制構

築をしている。 

・意思決定は何かと言うと、日本版DMO は組織論になってしまって体制論からスタートしていないの

で、街を一つの会社に見立てると取締役会が大事である。日本は地域振興、活性化や地域経営をする

時にそれがない。 

・各団体組織の役職者が入って、5 年間の行動計画、戦略策定をして意思決定している。気仙沼だと市

長、商工会の会頭、観光協会長が集まって 1 ヶ月半～2 ヶ月に 1 回会議をしている。そうすると何

が起きるかというと無駄、被り、漏れがなくなる。 

・日本は、役場は役場、観光協会は観光協会でやっていて、気がついたら、漁協や農協、JC も観光振

興をやっていてダブリが多く、観光案内所ではいろんな団体組織が作った観光マップが作られている

という無駄なことが多い。 

・観光局がもともと集客、誘客、マーケティングの中心になっているが、顧客データベースを持ってい

る。宿泊税を取ると同時に、個人のデータも集まってくる。それをうまくみんなで活用しましょうと

なっている。ただ、観光局側は行動履歴と消費履歴しか見ていない。 

・行動履歴はどう見るかというと、冬はスキー、スノーボードのパスが記名式、夏は登山列車、ロープ

ウェイの乗り放題パスが記名式になっていて、どこに泊まった人がどこに行ったかどこを滑ったかど

こを歩いたか全部わかるようになっている。 

・消費に関しては、良いホテルに泊まるとツケがき

く。飲んだり食べたり買ったりしたものがホテル

での精算になるのでそこで消費行動が取れる。あ

る意味、街全体が一つのコンビニエンスストアの

ようになっている。 

・ツェルマットは 20 年、20 回来るとロイヤルゲ

ストとして表彰される。金のバッジを差し上げて

いて、それを付けて街中を歩いてもらう。見た瞬

間に誰もがこの人はロイヤルゲストだとわかるの

で対応を変えられる。昨日、今日働き始めた 

図表３３ 基調講演の様子 
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ウェイターが、「ハロー」ではなく「ウェルカムバック（おかえりなさい）」と言ってくれるし、街の

子供達の対応も変わる。 

・また、ロイヤルゲストのフィードバックを最も重視している。新しいイベントをやるにしても何にし

ても意見を求める。また、このお客様が新規のお客様をちゃんと連れてきてくれる。 

・スイス全体でも 90％のお客様は、最近は SNS も含め口コミとご紹介でいらしている。だから、情

報発信をしていない。 

・DMO では情報発信だというが、本来のマーケティングは市場、お客様のほしい商品、製品、サービ

スを作ってその情報を届けることが大事。情報発信とお客様の欲しいものを作って届けるという情報

伝達は違う。 

・宿泊税は、5.5 億ほどあるが顧客管理にしか使っていない。お客様からいただいたものはお客様にバ

ックするという考え方。環境保全にも若干使いますが、イベントや11 ヵ国語に訳したパンフレット

や地図の作成費用に使っている。 

・あと、大事なのはマーケティングコストは誰が払うのか。受益者機関ですから、4.5 億の観光促進税

は観光事業者からいただいているが、観光依存度の高い低いの割合が事業者によってあるので税率は

違う。 

・ツェルマット観光局にはスタッフが35 人いるが、そのうちの20 人がマーケターである。 

・無駄なく地域全体で稼ぐ仕組み体制もあり、お金も回っているし自分たちは自分たちの産業を観光関

連だけではなく支え合ってうまくやっている。 

・なんのための自立と持続可能性か考えてほしい。持続可能な観光地づくりは捨てろと昨日の講演で話

した。持続可能な地域のための観光のあり方がDMO のやるべきことである。 

 

（質疑） 

・質問者：富裕層はシャワー効果があると話していた

がその辺を教えてほしい 

・回答 

三角形の面積を大きくすることが市場拡大に繋が

る。日本だとピラミッドの頂点を引き上げないで底

辺の横だけを引っ張ろうとするので三角形の面積

は増えない。 

頂点を引き上げないとシャワー効果が起きないこ

とと、上げることによって階層化ができる。ツェル

マットもそうだがヨーロッパではホテルが5 つ星     図表３４ 基調講演の様子 

～1 つ星、ユース、キャンプ場とあるが多様な受け入れを見た時に、上をどこまで引き上げるかとい

う意味では、上げれば上げるほど階層化ができる。 

富裕層とか欧米を視野にと良く話されるが、前回部長とセッションした時に、富裕層の話にもなった

が、皆さんの中に持っている富裕層のイメージがどういうものなのかわからない。ちなみにツェルマ

ット、スイスの富裕層のトップは年間 100 万ドル遊びに使える人たちである。前回、部長がそうい

う富裕層がほしいとおっしゃっていた。どんな物が売りになるかと聞くと離島の美しさだと言ってい

たが、それくらいの富裕層は地中海、エーゲ海に島を持っているのでそれだけでは足りない。それよ
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りも、離島のおじーおばーがあなた達のためだけに丹精込めて季節の料理を作ったといって売ったほ

うがそういう人たちが来るということに気がついていない。もう一つ大事なのは、この富裕層は市場

形成だけではなく、環境を劇的に良くしないと離れていく。伊勢志摩のアマンリゾートでは、最大

40 連泊する人たちがいる。その人達に国立公園内のアマンリゾートに何を一番求めるかと聞くと、

一番多かったのはもっと環境を守ってほしいということであった。ツェルマットも昔言われたことが

あり、5 つ星ホテルが３つあるが、いつまで漂白剤を使った白いトイレットペーパーをホテルで使っ

ているのかということだった。 

先程、リベラルアーツの話をしたが、そういう方たちを相手にするときは、環境配慮を相当していな

いとお客様からそういう努力をしていないとお叱りを受けてしまう。 

そういった意味では非常に大事だし、外資も特に本土では地元に資本がないのできてもらわないとい

けないし、グリーン購入と言っても地元にすべてが回るわけではないし、外のお付き合いも大事だが、

割合からするのではなく最終的には 100 のうちの51 の主導権を地元資本がもてるかどうかにかか

っている。ツェルマットではほぼ 100％近く地元資本だが、スイスでも街や地域によっては外資が

たくさん入っているところもあるが、経験的なものも含めてうまいなと思うのは半分ちょっとしかあ

げない。 

ニセコのように外資にやられまくって地元に安い雇用しか残りませんということはありえないし、逆

に地元資本の地元のものを本当に出していないと上位のいいお客様が納得してくれない。そういった

事も含めて全体的に考えていかないと富裕層とは一口に言っても何をすればいいという話になる。 
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 ２）第Ⅱ部 分科会 

  ①分科会１ パネルディスカッション 

第Ⅱ部分科会1 パネルディスカッションの概要を以下に示す。 

 

図表３５ 第Ⅱ部 分科会1 パネルディスカッションの概要 

テ ー マ 観光業界にサステイナブルツーリズムの浸透を図るためには 

登 壇 者 

山田桂一郎氏（JTIC・SWISS 代表、NPO 法人日本エコツーリズム協会 理事） 

白石武博氏（株式会社カヌチャベイリゾート 代表取締役社長） 

中島泰氏（公益財団法人日本交通公社 観光地域研究部 主任研究員） 

（コーディネーター：中村圭一郎氏（ECO-Okinawa 理事）） 

形  式 パネルディスカッション 

 

＜パネルディスカッションの概要＞ 

◯中村氏 

・昨今、持続可能な開発目標ということでSDGS

が話題になっており、観光の分野においても大

変注目を集めている。 

・具体的にいうと 2017 年に「開発のための持

続可能な観光の国際年」ということで世界で

様々な取り組みがあった。 

・産業、環境、受け入れる地域の需要に適合しつ

つ、未来の経済、社会、環境への影響を十分に

配慮した観光という定義がなされて、それが一

つの上位の考え方となっている。        図表３６ パネルディスカッションの様子 

・どういうふうに地域がバランスよくツーリズムを行っていくかということが問われ始めている。 

・行く人も責任をもって旅行しましょうというようなモチベーションも高まっている。イニエスタ選

手が大使に任命されている。上位の持続可能な観光の大使はメッシでもある。世界のスーパースタ

ーがこういうモチベーションでどんどん加わってキャンペーンを行っている。 

・持続可能な観光国際年の取り組みとして、責任ある旅行者になるためのヒントということで５つの

項目がある。 

・1 つ目が、旅先に住む人々に敬意を払い私達の共有遺産を大切にしていこうということで、いく側

もそういうモチベーションをもって地域に行き、一緒になってそれを守っていこうということであ

る。 

・また、5 つ目としては尊敬される旅人になろうということで、旅行者がリゾート地観光地にいって

何をしてもいいわけではない。当たり前のことだが、改めてそういう定義が謳われている。 

・そういう背景の中で、今日は観光業界へサステイナブルツーリズムを浸透させる、それを図るには

というテーマで進めていきたい。 
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◯中島氏 

・県内の観光資源データベースを10 年前に作成。 

・10 年前は観光客がまだ５、600 万人で1,000

万人にいくのか半信半疑だったが、県からのオ

ーダーとしては 1,000 万人という大台を目指

すにあたり、1,000 万人県に入っても大丈夫な

のかという科学的根拠を調査してくれというオ

ーダーがあった。 

・１、2 年かけてずっとお話をさせていただいて、

科学的な根拠で 1,000 万人ということは出せ

ないという話をした。要は県のビジョン次第。  図表３７ パネルディスカッションの様子 

やり方によっては 2,000 万人入れることも可能だし、やり方によっては 500 万人しか入らない

こともあるので、科学的根拠では大丈夫ということは言えないが、人数が入ってくると各スポット

でいろいろなことが起きてくるので、そこの管理はきっちりしようということでデータベースを作

ったりしている。 

・県内の利用がどれくらい多くされているかということで、利用が多いところ、整備が進んでいると

ころとのバランスを見ながら、過剰に利用されているのに整備が追いついていないと危ないぞと、

ゾーニングを考えるベースにするために作成した。 

・2012 年、事業者向けにグリーンな取り組み、環境に優しい取り組みを進めていこうということで

ガイドマップを作った。 

・そういうことに取り組むと具体的にどんなメリットがあるのか、右側はリストになっていてホテル

だとこういう取り組みをやるとこれくらいのお金が浮きますよというようなリストを作ってこれ

を見て頂ければ初歩的な部分から理解をいただけて取り組みが開始できるというようなファイル

を作って県内の事業者に配布した。 

・沖縄観光成果指標を県として作ってきた。先程、山田さんのプレビューの中でも、世界的な基準で

GSTC というものがあるとあったが、それとまったく同じ発想のもので、県の方が勉強にいって

沖縄県版を作ったものである。 

・サステイナブルというものは県内でこの４つの視点が全部守られていることである。地域住民の生

活が守られていて、観光を歓迎していて、事業者としても必要な経済利益が得られ事業が継続でき

ていて、観光客の方にも非常に満足していただいてリピートと口コミにつながっている、そして資

源、文化資源が一定程度担保されているということで、それを定量的に継続、モニタリングしなが

らおかしくならないためにチェックしていくことを健康診断と呼んでいる。 

・先程の４つの視点を具体的な項目にして、県内でいうと経済が守られているのはどういうことなの

かということで、観光収入、単価、客数、など12 個ほどの項目に分かれている観光客の指標とし

てリピーター、満足度などいくつかの項目に分かれている。県民の指標として、県民の方のアンケ

ート結果や、あるいは資源の部分で何が守られていれば資源がおかしくないかというのでいくつか

の項目を設定した。 

・その一つ一つがデータベースになっていて、観光客比率ということで沖縄に住まれている方に対し

て観光客がどのくらいの比率に入っているかというもので、本来であると目標の数値が入って、こ
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の割合より観光客が入ってくると県民生活に影響がでるという内容になってそれ以上はいかない

ように管理しましょうというものなのですが、なかなか目標数値を決めるのが難しく、当時はまず

はモニタリングだけ始めようと成果指標を作って、今も継続して行っている。 

・本来であれば、こういうものを毎年チェックしながら、県民指標がおかしくなっているとか経済指

標がうまくいっていないからどういうテコ入れをしようという戦略に使っていくが、今の所はモニ

タリングをしているという状況にとどまっている。 

・第5 次観光振興基本計画の抜粋の策定支援をさせていただいた。サステイナブルということ自体は

強く意識して計画策定をしていた。 

・沖縄観光の将来像、ビジョンは世界水準の観光リゾート地であるが、それが実現されたときに、さ

っきの４つのサステイナブルな項目、観光客はどういう状況にあって観光産業がどういうレベルで

あることを目指して、県民には観光客とどういう付き合いをしていただいて観光資源がどういう状

況になっているか、それが沖縄の目指す姿という4 つの視点からビジョンを描いて、この４つの視

点からしっかりモニタリングを行って県はサステイナブルツーリズムを進めていこうということ

を入れ込んで、さっきの成果指標を作ってを盛り込んでモニタリングをしているが、あまり意識さ

れていない感じになっている。 

・県全体で取り組むと、1200 万人目指すという目標が目立ちすぎて、県民の方も含めてサステイナ

ブルツーリズムに巻き込んで進めていくことは難しいことだというふうに私自身実感している。 

・そんな中で、実感できる仕事がしたいということで離島に通い始めた。 

・私の会社で四半期に一度出している、観光文化という雑誌があるが、去年、サステイナブルツーリ

ズムをテーマに出させていただいた。全国で８つのケースを取り上げているが、８つのうち４つは

沖縄のケースを取り上げている。 

・要はサステイナブルツーリズムとは、経済、観光客、地域住民、地域の宝、四方良しという状況を

どう具体的に担保していくのか、実現していくのかということで、それを科学的に客観的に判断し

ていこうということで観光成果指標を健康診断として行っていた。 

・４つのうちの地域住民の視点があったが、その健康診断として島民の方へアンケートを取った。座

間味は座間味島、阿嘉島、慶留間島があるが琉大の学生にボランティアで協力いただき全島訪問を

行った。 

・100 点満点でいくつかの項目をチェックしてモニタリングしている。まだ一回目なので、今後お

客さんが増えたときにどう変化するかをちゃん

とチェックできるように行っている。一番目が

観光客に対する印象を五段階で聞いて、それを

100 点満点に直している。右側が外国人の方が   

いらっしゃることをどう思うか、住心地はどう

かなどを聞いている。 

・結果を見ると住み続けたいし、住心地はいいが

阿嘉島、慶留間島は外国人観光客に対してネガ

ティブな反応が出ている。それはどうしてなの

かということをその数字が出た島の中で考えて

いく必要がある。               図表３８ パネルディスカッションの様子 
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・4 つの視点の中で島民以外にも観光客の方に満足して頂けているかということで、滞在全体の評価、

自然、宿、食事、案内、お土産と聞いているが、座間味はお土産が弱いということで、それを受け

て島の人達で考えていく。 

・これを５年後に島民アンケート、観光客アンケートをどれくらいまで上げていきたいのかをみんな

で話し合っていくことが非常に重要なこととして取り組んでいる。 

・座間味の中でも機運が高まってきており、先月、座間味の若手が集まり世界のサステイナブルの現

場を見てそのレベルを目指していこうということでハワイに視察に行った。 

・マウイ島のハナではビーチの管理をしていてそこでは、環境教育のプログラムでビデオを必ず見て

からでないとビーチに入れないとか、人数制限をしていたり、週に１回はビーチを休ませるなどい

ろいろな取組をしているがそれを見て、座間味ではどうしようかという話し合いが始まっている。 

・それ以外にトレイルの管理をしている州政府にいったり、事業者の集まりをしているエコツーリズ

ム協会にいったり、国立公園のビジターセンターで、どういうふうに守っていただきたいルールを

情報発信しているかというところを勉強したりした。 

・久高島でもそういったことが取り組めないかということで、まずは観光客の健康診断ということが

始まっていたり、島での過ごし方、ルールをHP で発信を始めている。パンフレットに載っている

のは、①挨拶すること、②お邪魔するという気持ちで決まりを守ってください、③入ってはいけな

い御嶽など具体的なことが載っているが、島としてのスタンスをはっきりさせてこういう方に来て

いただきたいということをきちんと伝えている。誰にでも来ていただきたいというわけではなく、

私達の島はこういう島なのでこういうお客様に来てほしいということを島で話し合って決めてい

る。 

・山田さんの話の中でセグメンテーション、マーケティングの話もあったが、当たり前のことではあ

るが久高島ではこういう島にしたいというビジョンがあってそれに合ったターゲットをちゃんと

決めてそれをしっかりと伝えている。 

・強制はできないが、伝えることはできるので色んな場面で伝えていくし、顔も見える形で気持ちが

伝わるように気持ちを変える努力をしているというのが現状である。 

・その上でご支持、ご理解いただいている方には、クラウドファンディングなどでお金を支払ってい

ただいて久高島らしいサステイナブルな形での、屋外でのキャンプや島で取れた魚を食べていただ

くということに取り組んでいる。 

・離島とか島というレベルで言うと、持続可能とか自分達の島をどうしていくかという合意形成を取

りやすいということもありますし、危機意識もみんなで共有しやすいということで取り組みが始ま

っている。 

◯山田氏 

・成果指標の優先順位はあるのか。 

◯中島氏 

・そこまではいけていない。そもそも項目を決めて、現状の数字があったときにそれぞれの項目をど

こに目標設定するかが大事で、それを合意形成していくのが当時は難しくそこまでいけなかった。 
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◯山田氏 

・日本の計画というのは実は因数分解できない。例

えお客さんが来てもらったとしても、お金を使っ

てもらったとしても目指すところにいけない。こ

こで稼ぎたいとかこうしたいという目標をちゃ

んと落としていったほうが因数分解できる。 

◯白石氏 

・ホテルの仕事を初めて20 年ほどだが、どうやっ

てマーケットを大きくするかということを考え

てきた。                    図表３９ パネルディスカッションの様子 

・9.11 のときに、一気にお客さんが減った。その時は沖縄県全体が落ち込んでいた。結果的に観光

地、観光産業は天変地異などのイベントリスクに弱いということを感じた。 

・生き残るためにディスカウントしてしまい、地域が疲弊していった。 

・会社のことだけしていても、滅びていくアーケード街が1 店舗だけ残っていても結果的に死んでし

まうので、地域全体の収益性を上げる＝会社の収益が上がる＝地域の経済が循環していって、観光

を産業にすることによってその収入の中で自立していく。 

・地域をどうやって機運を高めるか、どうやって沖縄の機運を高めることができるかを考えている。 

・そんな中でマーケットをどこに求めるのか。日本の国内は、生産年齢人口、マーケットはどんどん

縮小していく。 

・経済循環の波はあるが、大量消費と大量生産で過ごした時代もある。 

・美しく豊かにしていきたいという視点をカヌチャのロールモデルにしたいと思った。 

・経済軸と環境軸は同軸という考え方。 

・経済循環はやるほどいらないコストをかけなくて住む。地域で生産したものを地域内で消費すれば

輸送コストも下がる。余計な二酸化炭素を排出しないし、余計なエネルギーも使わないので環境に

とっても良く、実は経営にとっても良いと思う。なおかつそれをやることにより、海外のマーケッ

トでは非常に認められる。 

・沖縄もしくは日本に発信していこうとカヌチャで実験している。いろいろな実験をしたが、基本的

なデザインが必要である。 

・カヌチャは80 万坪ある。小さいホテルだが周辺を含めた経済圏を作ってそこで消費できないかと

いうことでスマートリゾートとしてデザインをした。 

・できることからしていこうということで、EV 車をレンタカーで沖縄県内に120 台ほど導入した。

世界一EVの普及率が高い沖縄県ということで環境先進国になっていくということをブランディン

グすることで、求めている欧米、ヨーロッパ市場へ働きかけることによって来てもらえるようにし

たいと考え取り組みをしている。 

・ただ、私が勝手に思ってやっているので社員に無理やり押し付けているので社長に言われたからや

っているという状況もある。ただ、カヌチャとしては沖縄で唯一であるISO を取り続けている。カ

ーボンオフセットも沖縄で一番最初に始めた。 

・それも最初は社長に言われてしょうがなくやっていたが、最近、収益性が厳しい、原価率が高い、
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人が足りないという状況が起こった時に、客室係からエコ清掃をしましょうと提案があった。そう

することによりコストが減るため儲かる。 

・環境が大事だからというふうに書くが、実際は人が足りなく困っているからエコ清掃をしている。

だが、エコ清掃をすることによって結果的には環境に良い。 

・また、できるだけ地元のものを使うようにしている。そうすることにより輸送コストが下がる。 

・再来年、世界自然遺産の登録の話があるが、数を求めるだけの時代から考え直すいいタイミングだ

と思う。 

・1,000 万人は 1 兆円を稼ぐための 1,000 万人である。その当時は 500 万人ほどだった。なぜ

1,000 万人にこだわったかというと、早く第２滑走路を作ってもらわないと、入口が滑走路 1 本

という状態の中でもし事故が起こってしまったらすべてがストップしてしまう。キャパシティをあ

げるのと同時に、イベントリスクに備えるためにも第2 滑走を早く使える状態にしたいということ

で1000 万人と施策に入れてもらった。 

・１兆円儲けることが大事。人数は 500 万人くらいがちょうどいいとは思っているが、収入を上げ

るためになんとかしなければいけない。 

・成果指標を一緒にやったが、観光の健全度を定量化してモニタリングすることでどこが悪くなって

いるか状況がわかる。 

・アロハスピリッツはハワイにとっての最重要な観光資源であるとハワイの観光部の方がおっしゃっ

ていた。オーバーツーリズムとう問題があるが、レンタカーの渋滞などが言われるという状況は、

自滅の道に歩いていっているという認識を持って、改善するいいタイミングだと思う。 

・今、目的税の議論も出ている。一般のインフラの中に観光客がどんどん染み込んできているという

迷惑全般だというところと、一括交付金がいつまで続くかわからないからという理由もあるかとは

思う。 

・観光客目線、住民目線、環境と四方良しというものが全部できるように設定して、なおかつ人が変

わると忘れてしまうが、継続していってほしいと思う。 

・EV レンタカーを始めたのは 2011 年。なぜ始めたかというと、やると沖縄が儲かるからという

単純な理由で始めた。 

・沖縄の最大の資源は観光である。だがその当時は沖縄の二酸化炭素排出量は一番多かった。その中

で交通の二酸化炭素排出量が高い。このままいくと、右肩上がりの沖縄の観光はどこかで潰れてし

まうのではないかと思った。なぜなら環境を害しているから。 

・そこで、その当時の電気自動車の走行距離 150 キロだと沖縄県だと頭から最後まで行けるなと思

った。沖縄で一番最初に成功モデルを作ることによって全国に売り出していこうと考えた。 

・今でもそうだが、電気自動車は充電に時間がかかる。その当時は充電スポットが0 だったので、電

気自動車の導入をするために、県内にくまなく充電スポットを作って欲しいということを全体でや

りましょうと声掛けをした。 

・レンタカーで導入をすると3 年使える。ある程度償却したあと県内の人に買ってもらう。そうする

ことで、中古車として電気自動車が普及する。10 年したら1 万台の電気自動車が沖縄に導入でき

るというモデルを考えた。 

・そうすることで沖縄は環境先進地のトップブランドという沖縄が作れて、先進的に進めていくこと

で全世界に認知していきたいと考えた。その結果としてエネルギー効率が良くなり、住んでいる人
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もハッピーで環境にも良いと四方良しの形にで

きるのではないかと考えていた。 

・しかし残念ながら失敗した。導入した 1 ヶ月後

に、3.11 が起きた。その結果起こったのが、計

画停電で、電気を使うと悪者扱いされたので電気

自動車どころではなくなった。3 年頑張ったが結

局、2014 年に電気自動車を全部売却した。 

・少し早かったなと思っていたが、時代がそう言う

流れで今まさしく、環境保全、保護をすることが

価値になったり儲かるというのが当たり前にな

ってきているので、再度1200 万人ではなくて、  図表４０ パネルディスカッションの様子 

地域が儲かる仕組みの制度を作り、全部をつなぎ合わせて沖縄県全体がよくなっていくというのが

いいのではないかと思った。 

 

◯山田氏 

・白石さんの話は商売人の話なので腑に落ちる。 

・共感できるのは、ツェルマットと一緒で個々の収益には限界が合あって、地域全体の維持をまずは

追求していかないといけない。 

・少し前のデータが調査にもあり、観光関連だけの連携ではなく、他産業との連携や住民との連携を

する事業をしているところのほうが、最終的には客数も増えて伸びる。 

・自分達のところだけがという人が増えると客もどんどん減っているというデータもある。今話した

とおり、沖縄だけの話でもなく、ツェルマットの話だけでもなく、やらなきゃいけないことではな

いかと改めて思う。 

 

◯中村氏 

・チャレンジすることの結果を追い求めていくことと、責任をとるということもあるし、実際、観光

客にどういうニーズがあってそこに来て何を評価してくれるのかという、観光客、住民という話に

もなっているが、その間にかならず経済がそこに入っていくわけですから、何かしらアクションと

リアリティがそこにあるということは大変評価しやすいことだと感じている。 

◯喜瀬氏 

・南城市も昨年度、第2 次観光振興計画を策定し、サブタイトルを「持続可能な観光まちづくりを目

指して」とした。当初は、行政でもそういう話はあがっていなかったが、WS をしていく中で、参

加者からこのような名前にしてほしいと意見があった。事業との絡みもありサブタイトルで落ち着

いた。 

・南城市も宿泊施設が足りないなど指摘をいただくこともあるが、まずは人が来たい観光地になって

いるかも大事ですし、持続してそれがあり続けるのかということも重要なことだと考えている。 

・先程、紹介いただいた久高島の事例や、斎場御嶽のオーバーツーリズムの問題もあるが、そういっ

たところにも取り組みながら南城市としていかに取組を発信していくかも合わせて取り組んでい

きたいと考えている。 
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◯久米島町観光協会 志村氏 

・サステイナブルツーリズムをハワイの学校で勉強していたが、20 年前に調査していたので実行さ

れていて嬉しい。最適人口というのと利用の認識というのは見えないソフトの部分だと思う。科学

的根拠のような最適人口というのを沖縄が指標として出していただきたい。 

・特に許容量の問題を沖縄県で指標として出してもらいたい。 

◯YVB 濱田氏 

・石垣島も空港ができて、観光客が誰もが予想していなかった数になっている。住民が幸せで安定的

に暮らせるキャパ、ニーズの問題やゴミの問題も取り沙汰されているが、最適人口を考えなければ

今後、観光客を数ではなく質へと消費単価を増やしていく上でも考えなければならないと考えてい

る。 

◯山田氏 

・落ちているお金がどこへいったかはもう少し意識してほしい。ドンキができたり、クルーズ船が来

るときしか開かない免税店ができている。 

◯白石氏 

・結果的に滞在時間の長いお客さんが確保されているから収益性の高いお客さんが残って、収益性の

高くないインフラにお金のかかるお客さんは宮古の方にパスされたのでラッキーではないかと思

っている。クルーズ船をとられたから取り返すというような変な方向にはかけないでほしい。 

・泊数が大事で、数え方の指標が入域観光客数でやっている限り間違いではないかと思う。 

・ハワイもマウイ島はクルーズ船を入れるとマイナスだから誘致、受入をしないとはっきり決めてい

るとおっしゃっていた。クルーズのような滞在時間の少ないお客さんのために、レストランをあけ

たり交通を遮断すると、消費してくれる人の満足度が下がるということだった。 

・地域経営をどうやって動かそうかというときに、非常にわかりやすい判断の中で物事をジャッジし

ていったほうがいいのではないか。 

◯山田氏 

・クルーズ船向けのツアーや体験プログラムはドタキャンを食らうことが多いのでヨーロッパは嫌がる。 

・稼ぐという話をしたときに、総合計画、総合戦略を作ったときに因数分解できてないのはわかって

いるが、自分の市町村の総合戦略整理する時に５～１０年単位で見ているかなど、そういう数字か

らちゃんと施策を立てているのか。 

・1 次産業、2 次産業全部含めて、政策を立てる側の自治体がちゃんと把握できているのか。そうで

ないと住民が減った分の消費や他を補う観光をどこに位置づけてどうやるか、いくらつけるかは決

まらないと思う。 

・愛知県豊田市はトヨタ自動車があるが財政不良である。この５年間で65 歳以上が３割増えて社会

保障が足りなくなっているので、観光で補おうとしている。 

◯中村氏 

・そもそも前回、第５次観光振興計画を中島さんが作られた時に、どういう計画を作ってどういうふ

うに実行していくかという話として、背景を研究してビジネスプランを立ててだからこうなんだと



 

68 

いうことをいっていたかというと少し疑問はあ

る。 

◯山田氏 

・最近、産業年間表が読めない人たちがいっぱい

いる。 

◯白石氏 

・産業年間表の中でどれだけ地域にお金が回って、

滞留しているかというのは実は、経済政策を立

てる際に一番重要であるがそこがしっかり議論

できないというのがある。           図表４１ パネルディスカッションの様子 

・なぜ未だに、入域観光客数でものごとを図っているのか。 

・いくら稼いでそこの中でどれだけ長い時間、地域でお金が回っているかというふうに見ていくと変

わってくる。 

・簡単にいうと、自給率を高めればお金は回る。やっていることは全部自分達に返ってくる。自給率

を高めるほど、お金の循環はよくなるし、地産地消ができてブランディングになる。やればやるほ

どお金は地域で滞留する、雇用が活性化する、収入が上がる。ツェルマットからそこを学んでシス

テム的に回していくかというデザインをすればいいと思う 

・日本だと宿泊業、宿泊サービス業とくくられていて、観光業として年間表がうまくできない。なの

で入域所得に対して、だいたい1.5 倍くらいが波及効果だとざっくりな結果しか出せない。 

◯中村氏 

・具体的なアクションを一つでも、2020～2030 年に向けたアイディアを出し合って共有したい

と思っている。 

・もっとしっかりした計画を作って、ビジネス、産業としてどう強くできるかを目指した上での計画

をどう作っていくかというのが一つだと思う。 

・指標をどういうふうにKPI を作っていくのか。それをちゃんと管理して健康診断を繰り返して新し

く作っていける仕組みを作るというのが出ている。 

 

◯山田氏 

・日本で一番の観光デスティネーションは京都である。では京都市はサステイナブルツーリズムはで

きるのか。 

・観光は地域のためにどう寄与できるのかというところの話だが、総生産額の推移から見ていくと、

京都市は直近の10 年間で総生産額は－507 億である。観光客が5,300 万人以上来て、外国人は

300 万を上回っていて観光消費額は1 兆円ある。 

・しかし街全体の稼ぎは、付加価値が507 億下がっている。例えばサービス業は増えていて1,000

億以上で、必然的に雇用も増やしていくが、生産年齢人口は 5 年間で 5 ポイント減っている。な

ぜなら家賃が高いので大阪、奈良、滋賀から通っている。 

・卸、小売、農林水産も下がっているが特に卸が下がっているのは、大阪から安く買っているから。 
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・京野菜は作っているのにお付き合いしてないし、

農家は地元が使ってくれないから県外へ出荷す

る。 

・要は地域で稼げていない。経済循環も起きてい

ない。観光サービス業、卸、小売とか1 次産業

がまったく結びついていないからこうなってし

まう。 

・それがうまくいっている地域で、ニセコくっち

ゃんという地域がある。 

・北海道はなんだかんだ行って公共事業で持って

いる。                    図表４２ パネルディスカッションの様子 

・川上、川中、川下と上が 1 次産業、真ん中が 2 次産業、下の農業と上の対個人サービス、宿泊、

飲食は結びついている。 

・沖縄県も公共事業で持っているのは同じだが、1 次産業と卸、小売業、対個人サービスとの付き合

いがなさすぎる。規模は違うがうまくいっているニセコくっちゃんは１次産業と３次産業の取引が

ある。沖縄県は１次産業と３次産業の総生産が0.2％もない。 

 

◯白石氏 

・沖縄全体のマネジメントを考えると、外から買うものが多すぎて出すものが少なすぎるので、どん

どんお金が流出している状態になっている。 

・沖縄県全体が輸出超過の状態なので、貨物ハブとかをやっても、こっちで作ったものがないからけ

っきょくコンテナ代でお金をかけて輸送コストを安くやっても続かない。 

・沖縄で作ったものを外に出していけるようにしていくか、もしくは外から出てくるものを中で生産

することによって、往復の輸送コストが全国の輸入分で補える。 

・カヌチャでいうと80 万坪あるが、全部がこの中では終われないので、3 年前に紅茶の栽培をして

みたりというのも、3 次産業が1 次産業に一歩入ってみようということでやっている。 

◯山田氏 

・北国と比べて沖縄のいいところは、雪がふらないので除雪をする必要もないし、道路や鉄道が傷ま

ない。また、その分の燃油代もかかっていないのでエネルギーの流出流入を考えると雪が降らない

ほうがいい。 

 

◯栩野氏 

・山田さんの話で、サステイナブルツーリズムを考えたときに、観光に特化して考えるとだめだなと

思った。 

・ツェルマットの公、管、民の体制の話があったが、ある意味地域が一つの会社のように運営、経営

しますとあったが、それを考えた時に京都市は絶対無理だと思った。 

・ツェルマットにああいう仕組みができたということは誰かがリーダーシップを取ったと思うのです

が、その仕組が生まれるのに誰が何をしたのか、どんな人がどんなことをしたのかが興味がある。 
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◯山田氏 

・ブルガーゲマインデは実はリーダーがいない。

スイス自体にリーダーがいない。7 人の閣僚が

持ち回りになっている。 

・もともと直接民主主義なので、これをなんとか

進めようとすると機能しない。ただし、ツェル

マットは 1,500 人が中心的に地域経営に関わ

っている。 

・危機感の話をしましたが、日本は豊かで恵まれ

ているので飢えないし食えるし困らない。 

・この組織にはそれぞれ役職もあるが、リーダー  図表４３ パネルディスカッションの様子 

じゃなくて全員リーダーシップとマネージャーシップはある。組織ですから、それぞれの機能の中

でチームとして動いているので誰かという話ではない。 

・貧しい中で、みんなでなんとかやっていた。そこでちゃんとお互いが支え合っている。 

 

◯白石氏 

・県で成果指標作ってモニタリングするというのは、本来は観光ロードマップ計画で PDCA を回し

ていこうと毎年更新しているが、そこに成果指標を入れずにやっているからどれだけ儲かったとか

何人入ったとか、上のかかりやすい指標のところだけ議論になっている。 

・結果として成果指標が全部正しいかというと別なので、モニタリングして定量的に評価して悪けれ

ば直していけばいい。 

・国の統計でも正しいかどうか議論になっているが、ある種、統計というのはずっと取っていくこと

によって状況がわかるというのが統計のいいところなので、そういうものをちゃんと作っていきま

しょうと、県でやっていければいいのではないか。 

・中島さんがやっている、ある程度作ったものを小さい実験でもということで座間味と久高島でやっ

ていることは素晴らしいアウトプットだと思っている。 

・役が変わっても人が変わっても基本的な考え方をしっかり残しておけば、人が変わっても続けてい

ける。 

・自然遺産も、住民の生活と同じようにそこに住んでいる自然環境、生物も住民と同じなんだと考え

ると理屈は一緒なので、そこに対してのKPI をしっかり設けていくことをしていけば価値は守れる

し商品化できると思っている。 

・自然環境を守る科学的指標をどこかに据えて、議論してアップデートしていけば良いのではないか

と思う。 

 

◯中島氏 

・キャリングキャパシティについては、客観的に出るものではない。 

・どれくらい人数が入れるかというのは、県民がどういう暮らしをして、資源はどれくらいの状態に

して、経済はどれくらいある時にどれくらいの人数を入れられるかの目安の数字は出るが、それは

みんなでどういう状態にしたいと決めた上で、主観的に合意形成して出すことはできますが、安心
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できる数字というのは出ない。 

・行政でトップ、担当が変わると途切れてしまうことは世界中である話。そこで、行政だけにきちん

と引き継いでくださいと求めるのはかわいそうなので、ちゃんと引き継いでいけるために、そこを

監視する人たちが必要で、業界団体や、シンクタンクがサステイナブルに対してレポートを出して

いくのもあるし、非常に大事なのは大学の役割だと思っている。 

・世界の中では行政だとブレることもあるので、ブレないサステナビリティ専門の機関というのを地

域の中で作って、こういうふうにブランディングするべきだ、戦略を作るべきだというサステナビ

リティを差し込んでいるという例がある。そういうことも考えていかないと行政だけに求めていて

も変わらないのではないかと思っている。 

 

◯山田氏 

・診断を沖縄県はどうやったらできるのか。何があれば動くのか。 

 

◯中島氏 

・第三者的に計測して、ちゃんとデータを取ったものを使いたくなるように翻訳してこういう結果に

今年はなっていましたよと行政へ伝えられる人が必要だと思っている。結果だけではなく、データ

も見せつつ合わせて示せるような機関、人、仕組みが必要。 

 

 

◯山田氏 

・それを判断する人は誰か。意思決定をしてどう

結びつけるかというのが持続可能に繋がると思

う。 

・あえて行政的な話をしたのはなぜかというと、

最終的には主導権を住民が握っていればいいと

いうことを意識してもらいたい。 

・キャリングキャパシティもそうだが、高くて出

ないんだけどうちの街はこうだと決めることは

住民にはできるというとがある。 

・なぜ沖縄県に住んでいるのかが一番大事。    図表４４ パネルディスカッションの様子 

そこに先祖が住み着いた理由、本質的な価値を抑えた上で将来を見ないといけない。 

・自分が住んでいる今の街に、住み続けている意義を理解できない、説明できないところに人が来る

とは思えないし、うまくいくとも思えない。 

・ぜひ、自分の街に愛着を持ってもらいたいと思う。 
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  ②分科会２ ワークショップ 

第Ⅱ部分科会2 ワークショップの概要を以下に示す。 

 

図表４５ 第Ⅱ部 分科会2 ワークショップの概要 

テ ー マ サステイナブルツーリズムにマッチしたエコツアー商品を皆で造成してみよう 

登 壇 者 

ジャンボツアーズ 福岡将之氏、 

国際旅行社 諸見里一壽氏、 

つばめや 平安山勇希氏、 

うちな～ホームステイ ゆしゆし 吉本浩史氏、 

おきなわさんぽ 吉田岳人氏 

（ファシリテーター：小林政文氏（ECO-Okinawa 特別研究員）） 

形  式 旅行社、宿泊業、ガイド業からのプレゼンとワークショップ 

 

＜ワークショップの概要＞ 

このセッションでは以下の手順でワークショップを行った。 

◯登壇者が各々プレゼンテーションを実施 

◯参加者が有志でグループを作りサステイナブルツーリズムの商品作りに向けた意見交換を実施 

◯今後の事業展開に向けての交流会の実施 

  

  

図表４６ ワークショップの様子 
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 ３）第Ⅲ部 全体会 

第Ⅲ部全体会の概要を以下に示す。 

 

図表４７ 第Ⅲ部 全体会の概要 

登 壇 者 

山田桂一郎氏（JTIC・SWISS 代表、NPO 法人日本エコツーリズム協会 理事） 

中村圭一郎氏（ECO-Okinawa 理事） 

小林政文氏（ECO-Okinawa 特別研究員） 

形 式 

・分科会の報告、山田氏からのコメント 

・フロアから感想や質問 

・総括（花井正光氏（ECO-Okinawa 会長）） 

 

＜全体会の概要＞ 

◆分科会１結果発表（中村氏） 

・2030 年の沖縄のサステイナブルを考えると

いうところで、どういうふうに浸透、推進させ

るかという題目で進めた。 

・まず３名から事例の発表をいただいた。中島

さんからの発表では、県の方で以前取り組ん

だ事業の中で観光地域の指標を作ってきた経

緯と、スモールモデルではあるが、座間味村

と久高島で健康診断のデータ取りと、どうい

うふうに活用していくかということがすでに

始まっているという事例を発表いただいた。    図表４８ 分科会1結果発表の様子 

・白石さんからは、カヌチャリゾートで具体的に行っている、環境と観光を両輪していくような

ビジネスモデルの紹介をいただいた。 

・また、電気自動車を導入していた経緯や、それをもって沖縄県全体が環境先進地なんだという

ことを旗揚げしていくような取り組みをご紹介いただいた。 

・そして、会場からも南城市役所の喜瀬さんから、南城市の第２次観光振興計画を作ったという

お話と、タイトルがまさしく持続可能なという言葉をこめた計画を作った。それは地域の人た

ちが集まって WG を運営した中で出てきた言葉であり願いであるということを伺っている。や

はり地域に軸足を置いた観光地経営をどうやって行っていくかというような手本になっている

お話だった。 

・また、YVB の事務局長からもお話をいただいた。石垣では今様々な資源に対しての影響であっ

たり、観光客が数量は増えているが、経営としてどこまで成功しているのかという DMO の運

営の話もいただいた。 

・久米島のお話では、山田さんの様々な観光地経営の紹介もあったが、これをどうやって進めて

いくかということが課題でみなさんと目指す方向性としては間違っていないというお話もあっ

た。 

・冒頭に話した2030 年に向けてどうやってサステイナブルな沖縄の観光を作っていくかという

話の鍵になる話としては、まず指標を、何を持ってそれを図ってサステイナブルなのか、その
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指標をどういうふうにかえていくことが沖縄のサステイナブルを作っていくのかというのはそ

の指標にもかかってくるのではないかと。最終的には観光地の地域経営の指標みたいなものを

2030 年に向けて作っていくことと、それを推進していくことが必要だということ。そしてい

くつかの事例の中で、持続していくための仕組みづくりをどうするかということ。それにはお

金も必要なので、県で継続的に予算をつけていただければいいが、それだけではじゃあ予算が

つかなかったらやらないのかという話にもなりかねないので、それを民間側で引き取れるもし

くは、一緒に運営していけるようなツェルマットの事例であるとか仕組みを行政だけに頼るの

はおかしいのではないかという話も出ていた。 

・最終的に沖縄の自立に向けて観光が産業化されて様々な地域と繋がって全体を経営していくよ

うな指針を持つべきだというのが最終的な結論となった。 

・2022 年に第6 次観光振興基本計画が作られるがそれに向けた取り組みはもう始まっていると

いう話があったので、そこに持続可能な観光、サステイナブルをどのようにその中に盛り込ん

でいけるかという活動は今日からでも始められるのではないかというようなお話もあった。 

・ここに集まった方々がまず機運、危機感も含め関心を持ってもらったということで、これを継

続して皆さんでこの話を続けていくことと、行政と対話していくこと、そして、大学は大学ら

しいサポートをしていくこと、まさに全体でそれを進めていこうというようなことを約束した

分科会となった。 

 

◆分科会２結果発表（小林氏） 

・分科会２では、ジャンボツアーズの福岡さん、

国際旅行社の諸見里さんから旅行社としての

今売れている商品などを共有していただいた

中で、やはりサステイナブルなものが売れて

いる傾向にあるのではないかということと、

旅行社としてもそういう商品を推進していき

たいという話をしていただいた。 

・今帰仁の古民家の宿つばめやさん、恩納村の

うちなーステイゆしゆしの吉本さんの宿を経

営しているお二人から、宿で行われている    図表４９ 分科会2結果発表の様子 

お客さんとの体験の話や、つばめやさんは敷地が3000 坪あるがその敷地を使ったファームカ

ルチャーや体験の話をしていただいた。 

・恩納村の方では、ガイドをしながら民泊のような暮らし体験を宿でしている事例を発表いただ

いた。 

・おきなわさんぽの吉田さんからは、地元の青年会活動をしながら名護市をいかしたツアーを行

っている事例を共有していただいた。 

・その共有のあとに、集まってくれたみなさん自身も全体でまず仲間を作ろうという WS を行っ

た。 

・WS の内容や、参加していただいた皆さんの成果、感想、気付きは実はまだ吸い上げられてな

くて、でも最後までとても盛り上がって全体会に間に合わないくらい続いていた。 
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◯ジャンボツアーズ 福岡氏 

・第一部では山田さんから地域から人が減らなくようになることというようなお話をいただいた

が、私達の集まったテーブルでは、広義的なこともそうだがかなり狭義的なこと、例えば、昆虫

であるとかバードウォッチングであるとかコアなお客様達にどう立ち回っていけばいいのだろ

うという話の中から、エコツーリズムあるいはサステイナブルツーリズムというものの中には非

常に幅があって、いろんな商品の組み方があるよねという話をさせていただくことでお互いのつ

ながりを感じられた。 

◯つばめや 平安山氏 

 ・今日参加させていただいた改めて思ったこと

は、今帰仁で生まれて今帰仁で育って沖縄の

こと、地元のことも知っているつもりだった。

今は宿をやりながら昔から生活、暮らしの中

でやってきたことをツアーにしたり、体験と

してお客様にやっていくととても喜ばれたり

することがあって、それはすごいなと気付き

があった。 

・沖縄の地元の暮らしが持続可能であって、     図表５０ 分科会2結果発表の様子 

地域、観光が盛り上がっていったらなという思いでいろいろな人達とつながりを作るために来た。 

 ・宿をやりながら代々受け継いだ森があったが、先人の知恵や学んできたものと新しく取り入れて

いるパーマカルチャーという暮らしのデザインの方法を融合しながら、一つの宿として宿泊だけ

ではなく食べれる森のなかで地元の暮らしや文化を広げていけたらという思いで運営している。 

 ・今後共、参加した皆さんと繋がって、地域、観光に携われたらと思っている。 

◯おきなわさんぽ 吉田氏 

 ・私は総合的に名護の魅力を発信できるようなツアーガイドをしている。 

 ・本島の北部にいるが、周りの人たちは観光に携わっている人は、個人事業主か大きいホテル、大

きい会社に属する人の２極化でなかなかサステイナブルツーリズムを考えるようなつながりも

あまりない。 

 ・これからの観光を考えることもなかなかできないところがあったが、今日は宿泊業や旅行会社の

方など、いろいろな話ができたことで、僕と違う業種の人が思っていることとか、その中で繋が

る部分ももっと自分が考えていきたいなと思うことができた。このつながりの中でネットワーク

を使わないと僕らみたいな小さい事業所ではあまり考えることがない問題なのかなと思ったの

で、このネットワークを大事にしながらこれからも取り組んでいきたいと思う。 

◯小林氏 

 ・確認できたのは、すでに沖縄内にたくさんのサステイナブルな商品、素材があるということ、そ

れをつなぎ合わせることで一歩進んでいけるのではないかというような会をしたが、そのような

成果に繋がったのではないかと思っている。 
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◆総括①（山田氏） 

・話しているとやはり、現状認識が足りない。

まずは自分達の足元というか、自分達のこと

をまずしっかり再発見していただきたい。そ

れができると、ビジョンがみつけられないと

かたてられないとか、目指す方向性がわから

なくても、今日よりも明日を良くしようとい

う行動ができる。 

・みなさんがやってきたことの積み重ねがあと

に現れる。環境の取り組みもそうである。み

なさんができるところからやらないと良くな

らない。                     図表５１ 総括①（山田氏）の様子 

・そういう意味では、今日は思いの部分と経済の部分とのバランスがすごく大事だよねという話も

していたが、どちらかだけではなくどっちも良くしていかないといけない。 

・自分達の地域のものをもっと食べたり、体験をやってみればいいだけの話。それをすると一人一

人の理解も深まる。 

・プライベートブランドの商品を売ってもらうことも大事だが、地元のものも売ってもらうことも

大事。 

・みなさんが自分達を支え合うという中で、連携や取引の中でそれぞれを理解し合うという現状認

識をする。 

・特に地域内のもので、もしかするとたいしたことないなと思っているものもあるかもしれないが、

皆さんにとって当たり前というのは実は外の人にとってはありがたいものが圧倒的に多い。だか

ら人が来ている。 

・第一会場の方では、エコツーリズム、サステイナブルの話の部分でもエコという部分は生態的循

環の話からすると、人もその中の一部。 

・特に歴史、伝統、風習、文化というのは人がそこに住み着いてこの環境の中で築き上げていった

ものであり、それが生きている意味であり、意義であると思う。そこからスタートしていただき

たい。 

・地元の人が愛着を持つとか、地元の人が地元のものを食べているとかリアリティがないと認めて

もらえない。例えば、みなさんが沖縄そばやジューシーを食べなくなったら誰も食べに来なくな

るという話。香川の讃岐うどんもそうである。 

・みなさんがこれから新しいことをやるときには、圧倒的に支持していくという地域リアリティが

ない限りは、村の人たちも応援しようとしない。そういったときにはぜひ、地域に愛着を持って

何かあったら、全てとは言わないが、地元のものがいいよねといって使っていただきたい。 

・スイス人は世界で一番チーズとチョコを食べる。1 人 1 ヶ月あたり 1 キロ食べるがそれくらい

食べていないとリアリティがない。 

・そういう意味では、皆さんの思いが行動につながらないと意味がない。全てはみなさんの活動、

実践にかかっていると思う。 
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◆総括②（花井氏） 

・エコツーリズム推進協議会ができて13 年目を迎えたが、かねてから我々の団体が何をやるため

にあったのかというところで、まさに今日のような会場に、あるいはそこで発言いただいた内容

が我々が目指すところでもあった。 

・かなりの部分は13 年間の中であれもこれ

も少しずつ手をかけてきたつもりである

し、県の方でも取り組んできたがなかなか

形にならなかったというのが現状である。 

・我々の団体は脆弱で明日にも消えそうな団

体であるが、皆様からお力添えをいただい

て形にしていきたいと改めて感じた。今後

共、みなさんのご協力をいただきたい。 
 

図表５２ 総括②（花井氏）の様子 
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３.３.２ 参加者アンケート 

（１）アンケート調査票 
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（２）回収票数 

参加者アンケートの回収数は41 票（回答率51.3%）であった。 

 

（３）アンケート結果 

 １）参加した分科会名 

  

                                     【N=31】 

 

 ２）会全体の評価 

 

                                     【N=41】 

 

＜理由＞ 

評価 コメント 

満足 ・私たちの日頃の課題を共有し、繋げることができた 

・ずっとずっと思っていた事「先人から引き継がれている伝統や文化を次世代に繋げるために

は稼ぐシステムが必要！」が腑に落ちた 

・様々な業種の話を聞けた。繋がれた 

分科会１ パネルディスカッ

ション「観光業界にサステイ

ナブルツーリズムの浸透を

図るには」

64.5%

分科会２ ワークショップ「サ

ステイナブルツーリズムに

マッチしたエコツアー商品を

皆で造成してみよう」

35.5%

満足

61.0%

やや満足

39.0%

普通

0.0%

やや不満

0.0% 不満

0.0%
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評価 コメント 

・沖縄県として今後取り組んでいく方向性を知ることができた。一地域としても意識して、地

域づくりに取り組んでいきたい 

・エコノミーとエコロジーの両立は可能 

・山田氏の講演が勉強になった。文化課で情報交換、交流ができて良かった 

・山田氏の事例をもとにわかりやすく面白く講演があったのが良かった 

・いろいろな取り組みをしている方と新たに知り合えました 

・様々な形で使われるサステイナブル・・・が改めて認識できた 

・皆で意見を交換でき、また新しい何かできそうな気になった 

・サステイナブルツーリズムに対する理解を深められた点で、受講前の目標は達成された 

・お話頂いた内容に今後の活動のヒントがあり、大変勉強になりました。 

・何のための観光か深く考えさせられた 

・抽象化の大切さ「観光」の在り方等、非常に勉強になった 

・山田氏の貴重な話が聞けた。とても良かった。もっと聞きたい話でした 

・地域が稼がないと難しいとなんとなく思っていたが、確かな認識と変わった。最適な人口な

どで教えていかないといけないことも多くあった 

・自分の目の前しか見えてなかったところを広げてくれた。先のことは自分ではイメージがし

にくいので良かった 

・フォーラム全体は良かった。各文化の人々と会えて少しだけど話せてよかった 

やや 

満足 

・分科会の時間がもう少し欲しかった 

・いろんな人、分野に会えたから 

・興味深く考えたいテーマがある一方、データの話など詳しい説明が必要な箇所があり、理解

が難しいと感じる部分もあったため 

・内容はとても良かったのですが、時間が足りず不完全燃焼でした 

・分科会1 にも参加したかったが、2 にも参加したかった 

・やはり時間が短過ぎました 

・参加者のカテゴリーはわかりませんが、各々な層の方々が今後のサステイナブルツーリズム

を考えるカンフルとなったと思います 

・とてもわかりやすい説明でした 

・内容も魅力的でしたが、早口過ぎて聞き取りづらかった 

・どのように計画・推進させていくかの事例も聞きたかったです 

・パネラーから実に率直で現場感のあるお話が聞けました 

※「普通」、「やや不満」、「不満」の回答はなし 
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 ３）各プログラムの理解度 

 

＜第1部（基調講演）に関する意見＞ 

・山田さんの話は沖縄観光に必要な考えを教示頂き、勉強になった 

・山田さんの話は分かりやすくてよかった 

・山田さんの話は今回2 回目。1 回ではなかなか難しい話でもあったと思うが、自分の今と比較ができ、

話の凄さを感じた 

・第1 部自分の思っていたことを説得力のある言葉にしてくれた。人に伝えるときにこのように話せば伝

わるんだととても参考になった 

・ツェルマットの事例をもっと学びたいと思った 

・持続可能の現行を見られたから。スイスの話を聞けた 

・産業連関（効果）の視点、分析が大事であること。沖縄における 1 次産業と 3 次サービス産業との連

携強化 

・観光系の外資系とか県外の企業が沖縄でビジネスをしてお金を稼いでもそれが目標の“1 兆円”になる

のか、本当に県民の所得が上がらなければwin-win じゃない 

・基調講演の時間をもう少し取ってほしい 

・基調講演は時間が足りない感じで、もう少し聞きたいと思った 

・地域において“因数分解”がわからなかった 

・第1 部は話が範囲広く飛んだから。スイスに絞って丁寧に 

＜第2部（分科会）に関する意見＞ 

・各パネリストの視点から見る角度がとても参考になった 

・各分野のお話には理解できた。特に今後の課題はオーバーツーリズムだと理解できた 

・各業者さんの話を聞けて勉強になった 

・分科会は今までの観光の歴史が少し垣間見えて面白かった 

・分科会は議論がもっと濃くなれば尚良かった（エコツアー商品造成という題に対してあまり達成できな

った） 

＜共通項目に関する意見＞ 

・たくさんの方とお話しできたので、これからが楽しみになった 

・わかりやすい説明だった 

・久米島と対比して考えられたため 

・今後、自分が取り組むべきことを少しは分かった気がする 

・理解できたが、手持ちの資料があると良いと思った 

・データ詳細において、自身の勉強不足があったため 

・両方とももう少し時間の余裕があればと思った 

・目と耳の機能が落ちるので、十分に資料が読めない、話が一部聞き取れないがあった 

N=39 

N=26 

N=8 
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 ４）プログラム内容の役立ち度 

 

＜第1部（基調講演）に関する意見＞ 

・一企業だけが稼ぐことよりも地域全体で「循環」することが大事なことがよく理解できた 

・入域者数でなく、質を高めキャッシュフローの流動性を良くすることの大切さが理解できた 

・沖縄がCO2排出が多いとは知らなかった。意外。まさにエコブランド 

・基調講演は新しい発見や知識を得られて為になった 

・第1 部非常に感銘を受け、もっとこの方の考えを学び、島の人を動かす力にしたい。 

＜第2部（分科会）に関する意見＞ 

・第2 部ヨコの繋がりを考えさせてくれた。実際既に知り合っている方が多かった 

・分科会2 のパネリストから、いろいろなヒントや刺激を受けることができた 

・分科会は様々な業種の人と意見を交わすことができる場だった 

・自社も村のガイドや宿泊の施設を行っているので取組みになることがあった 

・民泊事業を推進していく上で様々な情報を得ることができた 

・現在、ホテル、飲食業と観光のサービスをしているので 

＜共通項目に関する意見＞ 

・サステイナブルはツーリズムの必須ワードだと思う。販売、従事者、住民、共に協力していきたい 

・現在、観光協会・観光振興課にて今後の在り方を検討している最中のため。また、村の観光振興計画の

方向としてもサステイナブル推進の方向であるため 

・10 年後、自分がどうなりたいかを考えさせられた 

・小さい世界でなく、もっと自分や人、地域、将来と関わることをしたいと思った 

・沖縄の成果と課題を海外で同じ課題を抱える人々と共有し、開発援助に活かしたい 

・トビタテ留学 JAPAN エントリーするにあたって、私がやりたいことも明確化した。観光第一とかじ

ゃなくて地域市民がまずは優先されてお互いが良い気持ちになるように何ができるか考える 

・今回の話全てを行うのは難しい。その中で、1つでも2つでも行えたら今が良くなると思ったから 

・久米島で実行してみたい 

・かなり役立つプログラムになった（一言ではまとめきれない） 

・参考になり、人脈も増えそうだから 

・様々な業者とのつながりが出来て良かった 

・具体的な人の繋がりのきっかけになった 

・無所属のため、個人単位で取り組めそうなことも知りたいと思った 

・沖縄に来て 44 年間潜り続け、その後レジャーダイビングを中心とする観光業に従事してきて、35 年

70 歳になった今、これからの沖縄が正直心配 

・今は観光業とは別の業務を行っているので、直接的なものはなかったかも 

N=40 

N=25 

N=9 
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 ５）沖縄観光を持続可能なものとしていくために必要な取り組み 

・個人や地域の独自の価値をしっかり伝える仕組みをしっかり創造していくこと 

・自分たちの想いを言葉や行動に繋げていかないといけない 

・利権を取り払った繋がり 

・個人や1 社、1 自治体ではなく、連携が必要 

・質の良い、新しい取り組みを共有し、連携する 

・意見、考え、ウマが合う同士で小さくて良いので取組み、コラボレーションをスタートする。（スロ

ーガンをぶち上げるというより） 

・政治と行政に振り回されないしっかりとした有識者、スペシャリストで構成される組織、仕組みが必

要。5 年スパンで20 年間の達成目標を追求していくことが重要では 

・一人一人が地域の人になる 

・皆が地域の人が頑張る 

・一人一人に伝えていくこと 

・分科会1 で県民一人一人の意識が変わっていくこと 

・その地域、それぞれの住人を意識を変えていくことが重要だと思った 

・地域のみなさんと話し合ってもっとみんなを巻き込みたい 

・地元で暮らしている人の意見も交えた方が良いと思う 

・対話、アクション、発信 

・地域に根付く「人」を増やすこと 

・観光立県として県経済の中心とするならば、今以上に自分事として、日常的に意識を高めていかなく

てはいけない 

・高価格商品で入込数を減らし利益を得る。ゾーニングによる立入制限 

・観光の質を高めることによる生産性の向上と環境に配慮した施策が必要 

・インバウンド層や国内のビジターのピークを捕らえるのは難しいが、設備投資も必要 

・このような会も今後も継続的に行い、県民の意識を高めていく必要がある 

・このような回をシリーズで続けていくこと 

・地域が持続可能となるための観光を官民で理解する。行政頼りではなく、地域で何が必要で何がした

いのか改めて考える必要があるのではないか。交付金等のお金があるから何をするではなく 

・現状分析のための“健康診断”を継続して行っていく 

・山田氏の講演にあったツェルマットの治れはとても示唆に富むものであったが、沖縄にはどのような

形で展開していくのが良好なのかを検討する機会をつくっていかなければならない 

・全てのステークホルダーがSDGｓ意識して取り組むこと。ハワイやクルーズ観光で収入を得ている

カリブ海の島国の施策、事例、教訓から学ぶこと 

・自然を壊さない。辺野古の工事を止める。地産地消をもっと広める。現場でしか買えない、限定とか

やって付加価値をつける 

・「サステナビリティセンター」はグッドアイデアと思いました。沖縄もしくはどこかの市町村レベル

で作るべきですね 

・自分たちの地域で言えばとても難しいと思うが（意識の低さ）山田さんのような方を参考に不可能で

はないと思う。あきらめず取り組んでいく 

・出来ることを実践していく 

・私は「琉球の染織物で衣類を製造販売」していますが、工芸品としての染織物とかりゆしウェアのよ

うなファッションの縫製の連携はうまくいっていません。沖縄には「琉装」という着物があるのに、

観光客がイベントで浴衣を着て参加していることに憤りを感じる。悲しいのは沖縄の人は「琉装」を

知らないから、まず地元の人に価値教育をするのが大切だと考える 
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 ６）その他意見、感想 

・色々あり、まとめきれないが、めちゃくちゃ良い時間だった 

・とっても良かった。また是非やってほしい。ヨコのつながりがもっとできれば良い 

・山田さんのお話がとても良かった 

・山田さんの持続可能な観光ではなく、持続可能な地域・社会の為の観光ということがビビビときた 

・参考となる話を頂けた 

・様々なヒントを頂いた 

・基調講演等の中に多くのヒントがあったと思われる。このような催しは一過性にしないで継続が必要 

・気づかされることが多く、わからない言葉もあり、勉強不足を実感した 

・ツェルマットの事例、勉強になった。また、もっと事業社（者）の取り組みを知る機会が欲しい 

・この内容を離島へも配信し、共有して欲しい 

・「琉球の衣・食・住」はとても魅力のあるコンテンツなので、各地域でそれが循環する大きな流れを

作りたい。海外で作られた安い工芸品でなく、本物の沖縄の染織物で衣類を提案し、地域を活性した

い 

・サステイナブル⇒地球環境（資源）、地域の生態系、地域経済社会、何に対してのサステイナブルな

のか、はっきり定義しないと論点がぶれると思った 

・ワールドワイドの世界にあえて地元を中心にすることで、世界から人々が来るというのが楽しかった 

・今後は観光業界だけでなく、他の業界を巻き込んで県全体の問題として協議していく必要があると思

う 

・サステイナブルツーリズムを推進しなければならない危機感と共に、サステイナブルツーリズムをキ

ーワードに発展していくチャンスが眠っているのだと感じた 

・1 回で時間がとても足りなかった。分科会2 だけでも1 日合宿でやっても良い 

・大学でもこんな講義があると良い 

・自然環境ですべて立入禁止にすると中の自然動植物の現状がどうなっているかわからなくなる。マナ

ー守れる人は制限しながらも入れるべき 

・商業地域の観光客目的のコンビニであれば、沖縄らしくもっと沖縄の生産者による地元素材を使った

農業、食料品をよりアピールして販売すべきである。そうでないと地域経済に裨益しない。大量生産・

消費のモデルは限界では 
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第４章 まとめと今後の課題 

（１）エコツーリズム推進体制の構築及び持続可能な観光のあり方検討 

１）エコツーリズム推進体制の構築 

協議会の定款や過去の実績、他県の事例を分析し、人員数、財源確保等の視点から、推進体制の構

築へ向けた「エコツーリズム推進体制」のあり方を検討した。 

今後は本年度検討したあり方の実現に向けた具体的な動きについて検討するとともに、新体制への

移行に向けた取り組みを前進させるための討を行うことが望まれる。 

 

2）認証制度のあり方検討 

本年度は、過年度までに検討されてきた認証制度の検討経緯を踏まえつつ、エコツーリズム推進体

制のもと運用される認定制度のあり方について検討を行った。 

次年度は、認定制度の運営に関連する現場の主体の意見についても収集しつつ実効性のある制度化

の検討が望まれる。 

 

（２）持続可能な観光のあり方検討について 

「地域・経済・環境・観光客」の視点から、有識者、地元住民、事業者等の各関係者に持続可能な観

光に向けた取り組みの現状について、アンケート・ヒアリング等を行い、この結果をふまえつつ持続可

能な観光の体制構築へ向けたあり方について参加者とともに検討する「持続可能な観光のあり方」を開

催した。 

勉強会の中ではまず、沖縄県の現状について経済効果の面にとどまらず、環境への影響など様々な観

点から具体的な事象を正負の両面から計測することの重要性や、気候変動による今後想定されるリスク

の認識や、県民への教育についての必要性といった観点について議論がなされた。 

今後は、関係する各機関の連携を図る場の必要性が想定されるため、継続的に意見交換を行うととも

に具体的な機関横断の取り組みへと発展を促していくことが望まれる。 

 

（３）人材育成（「サステイナブル推進フォーラム」の開催） 

環境配慮、地域との調和、安全対策、コミュニケーションスキルなど事業者の総合的な対処に資する、

エコツーリズムに関する国内外の情勢や諸課題などをテーマとした「サステイナブル推進フォーラム」

を３月に琉球大学を会場として開催した。 

フォーラムでは、これまでの沖縄におけるサステイナブルツーリズムの取り組みを踏まえ、全体会①

（基調講演）、分科会、全体会②（総括）の３部構成にて、今後の取り組みのヒントが得られるような情

報発信を行った。 

今後は、県内のサステイナブルツーリズムの機運向上に向けて、県内関係者の課題意識を踏まえたテ

ーマ設定や幅広い参加者が得られるような広報活動にも留意しつつ取り組みを継続する必要がある。 
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