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パーソントリップ（ＰＴ）調査について

調査の必要性
【現状の交通実態把握】

幹線道路の供用開始や公共交通に関する施策の進捗等による交通状況の変化
・幹線道路：沖縄西海岸道路（豊見城道路、糸満道路、浦添北道路）、国道507号津嘉山BP、国道329号南風原BP（側道） 等

・公共交通：バスなび沖縄（ロケーションシステム）、OKICA、那覇バスターミナル、モノレール延長、基幹急行バス 等

【渋滞対策・公共交通機関の利用推進】

引き続き取り組みが必要な都市圏の交通渋滞対策及び、公共交通利用促進
・三大都市圏並みの交通渋滞が発生

・バス利用者は減少から横ばい傾向になっているものの増加までには至っていない

【国際観光地の形成】

観光客増に対応した移動手段の確保が必要
・観光客は平成30年度に１千万人を突破

・那覇空港第２滑走路供用開始や那覇港クルーズ施設整備等により今後も増加が想定される

【地域交通の充実】

市町村において交通計画の策定等が進捗しており、連携した都市圏全体の交通計画検討が必要
・各市町村において、交通に関する各種計画（交通基本計画、交通戦略、地域公共交通網形成計画）の策定や、「新たな公共交通」の検討が進捗

【その他】

「新しい生活様式」の定着による交通行動変化の把握及び、「都市交通のあり方」について検討が必要
・時差通勤、テレワーク等の定着状況、交通実態（頻度、手段の変更）、ニーズ等の把握
・「新しい生活様式」に対応した、まちづくりと一体となった適切な都市交通の検討

パーソントリップ調査とは
「都市」における「人」の「ある１日の移動」を調査

「どのような人が」「いつ」「何の目的で」「どのような交通手段で」「どこからどこへ」移動したか

交通計画策定や施策の推進に活用
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パーソントリップ調査の体系等（案）

【ＰＴ調査体系イメージ図（案）】

検討中

トリップ調査
【目的】
平均的な1日の交通行動実態等の把握

日常的な活動実態に関する調査（付帯①）
【目的】
定期的に行う活動の交通行動等の把握
（拠点地域へのアクセス性、必要な交通結節
機能の評価等）

他データ活用
【目的】
個別の交通（自動車、バス、レンタカー等）状況の把握

新たな移動手段の選択意向に関する調査（付帯②）
【目的】
多様な交通手段の利用意向等の把握
（各地域内の移動に適した交通手段等の検討）

• 属性
• 現状のOD（出発地・到着地）
• 目的別の交通手段、所要時間（発着時刻）
• 駐車状況（自動車利用者）

• 買物、通院、娯楽・趣味などの毎日は発生しない
日常的な行動実態（訪問場所、頻度、交通手段、
所要時間、希望所要時間等）

• 送迎の状況（送迎してくれる人、有償・無償等）

• 現在の交通手段の他に利用したい手段（バ
ス、オンデマンド交通、シェアサイクル）
及び、サービス条件（所要時間、料金）等

• バス停間OD ※バス会社各社
• IC間利用台数 ※NEXCO
• レンタカーの交通実態 ※沖総局等

調査内容

本体調査

付帯調査

（本体調査）トリップ調査

現況分析、将来予測・分析のためのシナリオ設定

R4年度

R5年度

将来予測・評価の実施、都市交通マスタープラン策定R6年度

（付帯調査）
①日常的な活動実態に関する調査
②交通に関する意向調査

（付帯④）
感染症を踏まえた交通行動調査

※施策、将来予測検
討（新しい生活様式
への対応）

• パーソントリップ調査の体系は、大きく「本体調査」、「付帯調査」、「その他」の３つに分類。
• 令和３年度は一部の付帯調査（④）を実施し、「本体調査」と残りの付帯調査（①、②）を令和4年度に実施する予定。

（付帯調査③については、調査時期を検討中）

その他

R3年度に調査予定

調査内容

調査内容

※施策、将来予測
検討（レンタカー
対応、公共交通利
用促進など）

【各調査の実施年と調査の関係性】
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観光客の交通に関する調査（付帯③）
【目的】
観光客の移動実態、交通に関する意向等の把握

調査内容

• 移動に関する情報入手方法
• 公共交通等の利用意向
• 移動サービスのニーズ 等
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感染症を踏まえた交通行動調査（付帯④）
【目的】
「新しい生活様式」定着に伴う生活実態や、
移動に関する課題、ニーズ等の把握

調査内容

• テレワーク等実施状況
• 交通行動等の変化 等
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調査内容

①道路及び公共交通ネットワーク体系の検討

・機能強化すべき路線やネットワーク化等の検討

・階層的かつ持続可能な公共交通の検討

（幹線（新たな公共交通含む）、支線（コミュ

バス等含む））

②二次交通等の拡充

・地域の状況に即した多様なモビリティ

サービスの拡充検討

（オンデマンド型交通、シェアリング

サービス、その他新たな交通手段等）

③ソフト施策等推進
・TDM、MM施策の効果的な推進検討
・MaaS的施策の検討（情報提供ﾂｰﾙ、ｷｬｯｼｭﾚｽ等）
・【観光交通】多様な移動手段による経路等の分散
・【新しい生活様式】公共交通のｻｰﾋﾞｽ拡充

（ﾃﾞｰﾀ収集及び混雑状況等情報発信）

【主な検討項目（想定）】

※交通行動の変化を把握し、本
体、付帯調査票の設問への反映
を検討

R3年度

（付帯③）
観光客の交通に関する調査
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「感染症を踏まえた交通行動調査」（付帯④）について 検討中

感染拡大防止を踏まえた安全な移動手段の確保

「新しい生活様式」定着による移動の変化（量、距離、手段）への対応

【課題】

【調査概要】

「新しい生活様式」定着に伴う生活実態や、移動に関する課題、ニーズ
等の把握

【調査方法】
アンケート等調査（Webモニター活用等）
※参考となる国や関係機関の調査事例があればあわせて整理する。

【調査項目】
通勤手段、時差通勤状況、テレワーク状況、シェアリングサービ
ス利用状況、オンラインショッピング 等

交通行動変化状況の把握（データ収集）
【調査方法】

国や関係機関等の調査事例の整理（活用可能なデータ、必要な調
査項目検討）
ビッグデータ分析（自動車交通量、公共交通利用者、人出等）

将来にわたり生じる生活様式変化や都市活動への影響を踏まえた将来交通予測

移動状況の変化へ対応した交通施策（移動減少、短距離移動増、パーソナルモビリティの推進、物流と旅客サービスの統合等）

持続可能な地域公共交通ネットワークの構築

【施策検討イメージ】

※調査結果を踏まえて令和４年度予定のＰＴ本体調査票等を検討

（属性等）
年齢、世帯構成、居住地、職業、勤務地、就業形態

（通勤手段と働き方等）
通勤手段、所要時間

ー時差通勤頻度等
ー自転車通勤頻度等

テレワーク実施状況
サテライトオフィス利用状況
課題、ニーズ等

（感染防止のための行動変容等）
通勤時の感染リスクの認識状況
交通手段の転換状況
オンラインショッピング利用状況
転居状況

【調査票設問（案）】
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「感染症を踏まえた交通行動調査」について
【参考】（新型コロナ関連の公表資料）

①「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性」（論点整理）（R2.8-国土交通都市局）

・国土交通省は、新型コロナ危機を踏まえて今後の都市政策はどうあるべきか等について検討するため、様々な分野の有識者や事業者の方々に

ヒアリングを実施し、その意見を踏まえて「まちづくりの方向性」（論点整理）をまとめた。

②新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について（R３.１月末時点-国土交通省）

・国土交通省は、毎月、新型コロナウイルス感染症に伴う関係業界の影響を調査。

【論点２】都市交通（ネットワーク）の今後のあり方と新しい方向性

【乗合バス】
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「感染症を踏まえた交通行動調査」について
【新型コロナ関連の公表資料】

③「新型コロナの流行による移動手段の変化」公共交通が減り、自家用車、自転車が増加（R2.12-(株)ナイル）

・月額定額カーリースを運営するナイル株式会社が、全国の約２千名人に対して、新型コロナウイルス感染症の流行による移動手段がどのように

変化したかなどについて調査（R2.11.13～25）を実施。

④テレワークの実態・課題把握のための調査を実施（R2.12-(株)パーソナル総合研究所）

・調査会社モニターを用いたインターネット定量調査で、これまで４回（３、４、６、11月）調査を実施。

・全国の勤務先従業員人数10人以上の企業に勤める20～59歳男女を対象で約２万人が回答。

・沖縄のテレワーク実施率の推移は、３月３％ ⇒ ４月13.3％（92サンプル） ⇒  ６月12.2％（112サンプル） ⇒  11月12.5%（96サンプル。

⑤コロナ禍における交通の影響

（R２.８-沖縄地方渋滞対策推進協議会）

・通常時（R2.1月）とコロナ禍（４月）を比較すると

市町村別の発生集中トリップは概ね減少傾向。

那覇市は約３割減少。（ETC2.0）

・那覇市と周辺市町村を結ぶトリップが大きく減。

旅行速度も向上。

テレワークによる通勤需要の減の影響か。

・北、中、南部の断面交通量も１～３割程度減。（トラカン）
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「ＰＴ本体調査」、「活動実態（付帯①）」、「意向調査（付帯②）について

【ＰＴ本体調査 概要】

平均的な１日の交通行動実態等の把握

【調査方法】
世帯あてアンケート調査票を郵送、各個人ごとに回答
（郵送もしくはWeb）

※H18は訪問形式での調査であったが、オートロックマンションの増加等に
より調査対象者に会えない可能性が高まっていることや、インターネット
環境の普及も進んでいることから、回答は郵送とWebの併用とする。

【調査項目】
属性、１日の移動状況（出発地・到着地、目的、手段、時刻、所要時間、
駐車状況等）

※Ｒ３の調査結果を踏まえて調査票を検討
（移動実態の変化を捉えられるよう工夫）

定期的に行う活動の交通行動等把握
（拠点地域へのアクセス性、必要な交通結節機能の評価等

【調査方法】
本体調査とあわせて郵送

【調査項目】
買物、通院、娯楽・趣味などの毎日は発生しない日常的な行動実
態（訪問場所、頻度、交通手段、所要時間、希望所要時間等）
送迎の状況 等

【日常的な活動実態に関する調査（付帯①） 概要】

【参考】H18実績
・中南部都市圏の総世帯数約42万4千世帯から約5万3千世帯を抽出

（無作為抽出：８世帯から１世帯の割合で抽出：抽出率12.5%）
・そのうち約４万世帯を調査対象とし調査を実施し、回収実績は約65.2%

【参考】H18各市町村抽出数

多様な交通手段の利用意向等の把握
（各地域内の移動に適した交通手段等の検討）

【調査方法】
本体調査とあわせて郵送

【調査項目】
現在の交通手段の他に利用したい手段（バス、
オンデマンド交通、シェアサイクル）及び、
サービス条件（所要時間、料金）等

【交通に関する意向調査（付帯②） 概要】

検討中
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「ＰＴ本体調査」、「活動実態（付帯①）」、「意向調査（付帯②）について
検討中

分析イメージ 評価の視点

トリップの集中状況、特性
（目的、時間帯、手段等）分
析

既往の計画等で位置付けられている拠点への集中状況、拠点の影響圏域
新たに拠点となりうる地域、拠点等に必要な機能、課題
拠点間のつながり
「新しい生活様式」の定着によるトリップの量的、質的変化

公共交通利用者の変化（利用
者数、OD、属性、利用圏域
等）分析
ニーズ（手段、時間等）分析

これまでに実施された公共交通に関する施策（基幹急行バス、モノレール延長等）の効果、課題の評
価
公共交通サービス水準の評価及び、利用が少ない地域との関係分析
望ましい公共交通のサービス水準検討

地域内等の移動実態や日常的
な活動の分析
多様な交通手段の利用意向

公共交通のネットワーク（乗継）状況評価、サービス水準、課題分析
拠点周辺の都市機能の充足状況等の評価
オンデマンド交通、シェアリングサービス等も含めた交通手段の充実に向けた評価、課題

【調査結果の分析イメージ】

※拠点及び拠点間を結ぶ公共交通ネットワーク及び、各地域にあった持続可能な交通の検討

【前回PT調査結果例】
⇐（自家用車の

発生集中量）
・商業施設や宅地

開発の進んだ
地域等での
トリップ増

（那覇市着の
バス分担率）⇒

・都市圏全域で
概ね半減
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「ＰＴ本体調査」について 検討中
【調査票（案）】 世帯票（たたき台）
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「ＰＴ本体調査」について 検討中
【調査票（案）】 個人票（たたき台）
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「観光客の交通に関する調査」（付帯③）について 検討中

公共交通による移動が困難（サービス（バス路線）不足、情報不足、効率的な周遊不可）
レンタカー依存（観光客の約６割が利用）が交通渋滞の一因（県民及び観光客の移動利便性が低下）

【課題】

【調査概要】
観光客の移動実態、交通に関する意向等の把握

【調査方法】
空港でのアンケート調査（調整中）

【調査項目】
訪問先、移動手段、移動情報入手方法等、移動手段を選んだ理由、移動サービス等のニーズ 等

その他関係機関のデータ等を活用した移動実態把握（検討中）
レンタカーOD、主要な道路におけるレンタカー混入率
ビッグデータ等による観光客の訪問先等分析

分析イメージ 評価の視点

観光周遊ニーズ等分析
（公共交通利用に関する課題、意向等）

訪問先への公共交通でのアクセス性の向上、公共交通利用促進の観点から今後必要な
施策（公共交通NW、情報検索ツール、キャッシュレス決済等）検討

観光客の周遊実態分析
（主要な訪問先、交通通手段、移動時間等）

訪問先や利用手段、移動時間から、交通手段別の主要な観光地へのアクセス性を評価
公共交通への手段転換のための課題検討

レンタカーが道路の混雑に及ぼす影響分析
（ODが多い（混入率が高い）道路区間）

観光の影響を受けやすい道路区間を評価し、他の経路や交通手段への転換に向けた課
題の検討

【分析イメージ】

レンタカー
モノレールやバスとの組合せ利用による渋滞区間の回避、レンタカー拠点の検討

公共交通への転換、利用促進
観光地向けの公共交通NW整備（二次交通の拡充等）
公共交通による周遊のための情報提供・案内充実、キャッシュレス等利便性向上

【施策イメージ】



1. 奥集落、辺戸岬、ﾔﾝﾊﾞﾙｸｲﾅ展望台 24. かりゆしカンナタラソラグーナ 49. 波の上ビーチと波上宮
2. センターうふぎー自然館、森林公園,道の駅ゆいゆい国頭 25. 億首川カヤックツアー 50. 福州園
3. ター滝 26. 金武観音寺(鍾乳洞)、ｹﾞｰﾄ前市街地 51. 国際通り、公設市場、壷屋
4. 慶佐次湾のマングローブ林 27. 真栄田岬、青の洞窟 52. 首里城、金城町石畳、玉陵
5. ﾔﾝﾊﾞﾙｸｲﾅ生態展示学習施設 28. ビオスの丘 53. 瀬長島ウミカジテラス
6. 金剛石林山 29. 残波岬 54. 旧海軍司令部壕
7. つつじｴｺﾊﾟｰｸ、道の駅ｻﾝﾗｲｽﾞ東 30. 座喜味城跡 55. 泊いゆまち
8. やんばる学びの森 31. やちむんの里 56. 識名園
9. 比地大滝 32. 道の駅かでな 57. 那覇新都心(おもろまち)
10. 道の駅おおぎみ 33. 美浜アメリカンビレッジ 58. パルコシティー
11. 備瀬のフクギ並木 34. 宜野湾港マリーナ、ビーチ、ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 59. 港川ｽﾃｲﾂｻｲﾄﾞﾀｳﾝ
12. 今帰仁城跡 35. おんなの駅 60. 南風原文化センター
13. 沖縄美ら海水族館 36. 琉球村 61. 斎場御獄
14. 八重岳のカンヒザクラ 37. むら咲むら 62. 知念岬公園
15. 屋我地島、古宇利島 38. 東南植物楽園 63. ニライカナイ橋
16. もとぶ元気村 39. 普天間神宮 64. 垣花樋川
17. 道の駅許田 40. 都屋漁港 65. 富盛の石彫大獅子
18. ブセナ海中公園 41. 勝連城跡 66. ガンガラーの谷
19. ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙﾊﾟｰｸ、ﾌﾙｰﾂﾗﾝﾄﾞ 42. 海中道路、伊計島 67. 奥武島
20. オリオンビール工場 43. 中村家住宅 68. 平和記念公園
21. ネオパークおきなわ 44. 中城城跡 69. ひめゆりの塔
22. 万座毛 45. うるマルシェ 70. 琉球ガラス村
23. 恩納ガラス工房 46. 沖縄こどもの国 71. 道の駅いとまん

47. ライカム 72. 豊崎(あしびなー、イーアス)
48. コザ商店街

⑦
那
覇
市

⑧
南
部

①
や
ん
ば
る
（
最
北
部
）

②
本
部
半
島

③
北
部
西
海
岸

④
北
部

東
海
岸

⑤
中
部
西
海
岸

⑥
中
部
東
海
岸
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「観光客の交通に関する調査」（付帯③）について

現状の移動についての把握 将来の移動ニーズ●沖縄本島内の移動について教えてください。

問１ 今回の沖縄旅行中に訪れた観光地に全て✔を入れてください。 問２ 今回の沖縄旅行で本島内の移動に関する情報をどのように得ましたか。

●ガイドブック等 ●観光関連HP ●施設HP ●google乗り換え検索 ●yahoo乗り換え検索
●ブログ ●SNS ●のりものNAVI Okinawa ●その他（自由記述）

問３
上記の情報元において、レンタカー以外の公共交通等での移動に関する情報の記載は
十分でしたか？

●公共交通での移動の情報は十分であり、主に公共交通を利用して移動した。
●公共交通での移動の情報は十分であったが、（ほとんど）公共交通は使わなかった。
●公共交通での移動の情報は十分でなかった。
●公共交通での移動に関する情報は見ていない。

問４
上記で参考にした情報元に公共交通での移動の情報が十分載って
いた場合、公共交通を利用しますか。

●利用する
●利用しない

問５
なぜ公共交通（路線バス等）を利用しましたか。（前のアンケートの移動で使った移
動手段より）

●公共交通での移動の情報を得たから ●自動車の運転免許を持っていない
●レンタカーは運転したくない ●レンタカーの運転に不安がある ●車窓を楽しみたい
●目的地までのアクセスに公共交通が便利だから ●その他（自由記述）

問６ なぜレンタカーを利用しましたか。（前のアンケートの移動で使った移動手段より）

●公共交通での移動方法を知らない ●レンタカーの方が移動しやすい（効率的に回れる）
●レンタカーの方が経済的 ●手荷物を運ぶのに便利 ●その他（自由記述）

問７ 沖縄本島（特に中南部）はよく渋滞することを知っていましたか。

●知らなかった ●知っていたが、主にレンタカーを利用した
●知っていたので、主にレンタカー以外の交通手段を利用した ●渋滞を感じなかった

問８
那覇空港周辺だけでなく、観光先周辺等にレンタカーが借用・返却場所があれば、そ
ちらからレンタカーを利用しますか。

問９ 沖縄でどのような移動がしたいですか。

●レンタカーでの移動 ●すべて公共交通等で移動
●各地域の拠点までは公共交通でその先はレンタカー
●各地域の拠点までは公共交通、その先もなるべくレンタカー以外の交通手段（シェアリング

サービス等）を使いたい
●その他（自由記述）

●那覇空港周辺
●那覇の市街地周辺

【借用したい場所】●宿泊地周辺
●観光地周辺
●モノレール駅、バス停等周辺

●那覇空港周辺
●那覇の市街地周辺

【返却したい場所】●宿泊地周辺
●観光地周辺
●モノレール駅、バス停等周辺

【調査票設問（案）】

検討中



問１０
もし、①～⑧の各地域にそれぞれに、レンタカー等も借りれる交通の拠点ができ、そ
の拠点間をスムーズに移動できる公共交通（バス等）が整備されたら、レンタカーよ
りこちらを利用したいと思いますか。

●利用したい
●移動の本数が多ければ利用する
●コストが安ければ利用する
●利用せず、那覇空港周辺から

レンタカーを利用する
●その他（自由記述）

問１１
各地域（①～⑧）内の観光地間の移動について、もし、スムーズに移動できる公共交
通が整備されたら、レンタカーよりこちらを利用したいと思いますか。

●利用したい
●運行本数が多ければ利用したい
●コストが安ければ利用したい
●利用せず、レンタカーを利用する
●その他（自由記述）

問１２
上記のほかに、各地域（①～⑧）内でどのような移動サービス（レンタカー以外）が
必要だと思いますか。

●待ち時間なく行動できる移動サービス（既存公共交通の多頻度運行等）
●ゆっくり観光できる移動サービス（シェアリングサービス等）
●観光地を満遍なく移動できる移動サービス（地域内観光周遊バス等）
●今のままで十分（レンタカーがよい）
●その他に必要な移動サービス（自由記述）

問１３ 那覇市周辺において、どのような観光を求めますか。

●車の往来がなく、ゆっくり安心して歩いて観光できるような国際通り
●那覇市周辺の主要観光地を周る観光循環バス
●今のままで十分
●その他（自由記述）

問１４ 沖縄本島内の移動に関してどのようなサービスが必要だと思いますか。

●分かりやすい公共交通の運行情報の提供 ●路線バスのサービス向上（運行本数、定時性）
●すべての乗物に乗れるICカードの導入 ●乗物利用時のキャッシュレス決済
●MaaSアプリ ●その他（自由記述）

問１５ 沖縄本島内の移動に関してご意見があれば教えてください。

（自由記述）
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現状の移動についての把握 将来の移動ニーズ

例）自動運転バス
沖縄タイムス「自動運転バス、公道を走る
沖縄で全国初の実験始まる」

例）自動運転走行カート
沖縄県「“モビリティ・テクノロジー” 県内実証
実験事例（北谷町美浜自動走行カート）」

「観光客の交通に関する調査」（付帯③）について

【調査票設問（案）】

検討中


