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離島振興

計画記載頁
80

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

287,442 283,921
一括

交付金
（ソフト）

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

年度別
取組予定

施策（中項目） 離島観光ブランドの確立

施策（小項目） ―

主な取組 企業向けMICE研修実施の検討

対応する
主な課題

◎沖縄県の39の有人離島は、個性豊かな伝統文化や自然環境等の魅力を有している
が、一部の離島を除き県外での知名度が低く、入域観光客数の伸び悩みや、若者の慢
性的流出等により、地域活力の低下が懸念されている。

取組内容

　国内・海外からの新たな需要を取り込むことで、市場の拡大を図り、離島をはじめ沖縄
MICE産業の発展に繋がる各種事業を継続的・集中的に実施する。
　具体的には、以下の取組みを行う。
　①沖縄へのMICE開催を推進するため、「誘致・広報活動」に係る事業を実施する。
　②沖縄へのMICE開催を推進するため、「開催支援」に係る事業を実施する。
　③沖縄へのMICE開催を推進するため、「受入体制整備」に係る事業を実施する。

担当部課 文化観光スポーツ部観光整備課

事業名 活動内容

戦略的MICE
誘致促進事
業

　国内外のMICE見本市・商談会への参加及び誘致セミナー
開催（計25件）を通じて、誘致・広報事業を実施した。
　県内で開催されるMICEに対して、シャトルバス運行支援や
空港歓迎式開催等の支援を616件実施した。
　県内のMICE受入体制充実のため、外部アドバイザーを地
域に派遣し、地域特性を生かしたユニークベニューの掘り起
こしや連携体制づくりを実施した。

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

　国内外のMICE見本市・商談会への参加及び誘致セミナー開催（計25件）を
通じて、誘致・広報事業を実施した。
　県内で開催されるMICEに対して、シャトルバス運行支援や空港歓迎式開催
等の支援を616件実施した。
　県内のMICE受入体制充実のため、外部アドバイザーを地域に派遣し、地域
特性を活かしたユニークベニューの掘り起こしを通じたMICEメニュー開発を
行った。

MICE開催支援件数：616件（県全体）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

・国内外の見本市や商談会への出展及びセミナー開催による誘致・広報活動を通じて、
MICE主催者や学会主催者に対してMICE開催地としての沖縄の認知度向上が図られ
た。
・MICE開催支援事業において、沖縄で開催されるMICE誘致に寄与するとともに、MICEの
質の向上・満足度向上を図った。
・地域のユニークな文化・観光資源・景観を活かしたユニークベニューの掘り起こしを通じ
て商品開発を行い、地域のMICE受入体制の構築を図った。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

・MICE開催支援を616件行い、沖縄で開催されるMICEの質の向上・参加者増加を図っ
た。
・地域のユニークな文化・伝統・景観を活かしたユニークベニューの掘り起こしのほか、取
組主体の意欲喚起・連携体制の構築に向けた取組を行った。

MICE誘致活動、開催支援、受入体制整備に関する支援・助成



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

314,446
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

486件
66,195人
（23年度）

648件
78,115人
（27年度）

680件
104,100人
（28年度）

162件
11,920人 （ 年）

傾向 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年） （ 年）

状
況
説

明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成28年度計画

平成27年度の取組改善案 反映状況

事業名 活動内容

①誘致対象となる各市場の特性やキーパーソン情
報に加え、航空路線の就航状況も勘案しながらよ
り効果的な誘致活動を展開する。

②MICE開催地としての沖縄の魅力向上を図るた
め、地域の文化・観光資源を活かしたMICEコンテ
ンツの開発及び受入体制整備を行う。

①過去の商談案件やキーパーソン（顧客）情報を
データベース化し、有力案件に対して集中的・継
続的に誘致活動を行う体制を構築するとともに、
航空会社とタイアップしたMICEプロモーションーを
実施し、相乗効果を図った。

②読谷村観光協会と連携の上、地域の観光資源
を活用した新たなMICEコンテンツを造成し、MICE
を取扱う旅行会社やキーパーソン等に対してPRを
行った。

戦略的MICE
誘致促進事
業

　国内外から新たなMICE需要を取り込むことで市場の拡大を
図るため、MICEの誘致活動や開催地としての認知度向上を目
的とした広報、開催支援、受入体制の整備等を実施する。
　また、沖縄独自のMICE誘致方針やMICE推進体制の構築に
向けた「沖縄MICE振興戦略（仮称）」を策定し、効果的なMICE
施策を推進する。

主な取組に対応する成果指標

MICE開催件数
MICE参加者数

参考データ（離島分） 離島の現状

・誘致ターゲットとする各市場の特性やキーパーソン情報に加え、沖縄独自のMICE誘致戦略を構築す
る必要がある。
・多様化する市場ニーズを把握するためのマーケティングを行い、事業スキームに反映させる。
・MICE開催地としての沖縄の魅力向上のためには、地域の文化・観光資源を活かしたMICEコンテンツ
の開発が必要であり、受入主体となる地域関係者と民間事業者の意欲喚起・連携体制づくりを引き続
き実施する。

MICE全体の開催件数及び参加者数とも増加傾向にある。

○内部要因
・誘致におけるキーパーソン・中核企業・ターゲットとなる産業分野等を的確に把握したネットワーク構
築が求められている。
・沖縄の観光地としての魅力だけでなく、MICE主催者やプランナーのニーズを達成させるMICE開催地
としての魅力を的確に情報発信する必要がある。
・沖縄の地域特性を活かしたMICEコンテンツ開発に向けて、関係事業者や地域における受入体制整
備が必要である。

○外部環境の変化
・アジア地域や国内他都市おけるMICE誘致競争激化に伴い、競合地に対抗し得る誘致活動が必要で
ある。

・常にターゲットとするMICE市場のニーズや動向を把握・分析するマーケティング活動が必要である。
・MICE受入の基礎となる対応人材の拡充や、参加者の満足度向上に繋がる体制整備が必要である。
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離島振興

計画記載頁
80

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

4,173 3,908 県単等

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

年度別
取組予定

施策（中項目） 　離島観光ブランドの確立

施策（小項目） －

主な取組 地域観光の支援

対応する
主な課題

◎離島観光の国際化や多様化する観光ニーズに対応するためには離島の地域資源を生かした個
性ある観光プログラムを多数創出していく必要がある。

取組内容

　離島観光振興会議や市町村等との意見交換会を行い、地域の観光振興の方向性及び課題等を確認し、今
後の取組みについて協議を行う。また必要に応じて沖縄県観光推進本部の下に設置した５つの幹事会にお
いて課題の解決に向けた検討及び協議を行い、県が支援すべき施策の実現及び事業の実施を図る。市町村
へ専門的な知識を持つ観光まちづくりアドバイザーを派遣し、市町村が抱える課題又は問題に対し、助言及
び指導を行う。

担当部課 文化観光スポーツ部観光整備課

事業名 活動内容

地域観光支
援事業

　離島観光の振興を図るための離島観光振興会議を、宮古
圏域、八重山圏域、久米島町で計５回開催した（6市町村）。
　また宮古・八重山・久米島地域以外での県内11地域に出向
いて意見交換会を開催し、各市町村の観光まちづくり担当課
や地域観光協会・商工会等と各地の地域観光の現状と課題
について意見を交わした。
　さらに観光まちづくりアドバイザーを、市町村や地域観光協
会等に対し５人派遣した。

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

意見交換会の開催
意見交換会開催件数：19件

（うち宮古島2件、八重山2件、久米島
1件）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　離島観光振興会議は５回開催した。
　各地での意見交換会は、開催希望の市町村や地域観光協会を募るなどした結果延べ19件となった。
　さらに５地域の要望に応じたアドバイザー派遣を実施し、地域観光の商品開発等に寄与することができた。
　意見交換会等を開催することにより、地域の観光振興の方向性及び課題等を直接確認することができ、県、
市町村の今後の取り組み方針について認識の共有化が図られた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　離島観光振興会議は概ね計画通り開催した。市町村意見交換会は、開催希望の市町村を募るなどした結
果2件（粟国村、渡嘉敷村）となった。意見交換会を開催することにより、地域の観光振興の方向性及び課題
等を直接確認することができ、県、市町村の今後の取り組み方針について認識の共有化が図られた。
　また、年度当初に計25市町村に対し、地域課題や事業内容等のヒアリングを行い、県と市町村との連携強
化、情報共有を図った。

市町村、地域観光協会等の主体的な観光振興の促進

市町村の観光案内所の機能強化への支援



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

4,173 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

83
7市町村
（23年度）

９市町村
(H26年度)

11市町村 － －

傾向 沖縄の現状

－ － － －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成28年度計画

平成27年度の取組改善案 反映状況

事業名 活動内容

①離島観光振興会議、意見交換会の開催に加え、北中南部圏
域観光振興会議の開催を行う。また、世界遺産所在市町村と
の連携強化や情報共有を図るため、合同会議を行う。

②観光まちづくりアドバイザー派遣の周知も引き続き行い、観
光関係団体等が地域資源を活用した観光まちづくりの活動を
推進する。

①離島観光振興会議、北中南部圏域観光振興会議、市町村
との意見交換会の開催の他、県教育庁と共同で世界遺産所
在市町村（６市町村）との合同会議を行うなど、県と市町村と
の連携強化、情報共有を図った。
②観光まちづくりアドバイザー派遣の周知も引き続き行い、観
光関係団体等が地域資源を活用した観光まちづくりの活動促
進が図られた。

地域観光支
援事業

　離島観光振興会議のみならず、本島の北・中・南部の広域圏などでも合同
会議を開くなどして、市町村や地域観光協会等との意見交換会等を複数回行
い、地域の観光振興の方向性及び課題等を共有し、今後の取組みについて
広域的な連携体制の構築を目指す。
　また必要に応じて沖縄観光推進戦略会議等において課題の解決に向けた
検討及び協議を行い、県が支援すべき施策の実現及び事業の実施を図る。
　市町村への専門的な知識を持つ観光まちづくりアドバイザーをの派遣や、他
事業の利活用等のを紹介など、市町村が抱える課題又は問題に対し、よりき
め細かい助言及び指導を行う。

主な取組に対応する成果指標

離島市町村の観光振興計画策
定状況

参考データ（離島分） 離島の現状

・各市町村及び観光協会等を対象としたアンケートやヒアリングを行い、各地域の観光施策の状況や連携体制等の課題を調
査する。

・上記調査をベースに前年度に引き続き、離島観光振興会議、市町村との個別意見交換会の開催の他、本島内の北・中・南
部広域圏においても観光振興会議を開催し、県、市町村、観光協会、関連機関・企業等との連携強化と円滑な情報交換を図
る。

・広域的な観点から地域観光の問題解決を図るため、観光まちづくりアドバイザー派遣を積極的に行うとともに、他の事業等を
紹介・活用するなどして、新たな観光資源発掘や商品企画・開発、販売促進、地域人材育成等、地域の観光まちづくりの活動
促進を図る。

－

　各地域で開催した離島観光振興会議、市町村等との意見交換会や、観光まちづくりアドバイザーの派遣等を通じ
て、地元自治体と地域観光関連事業者等との連携や、地域資源を活用した新たな観光魅力の創出といった、地域主
体の観光まちづくりに向けた気運が盛り上がりつつある。
　観光振興計画等を策定した市町村数はH23年度の19市町村に対し、H25年度は24市町村と5市町村が計画等を策
定した。H26年度も計画等を策定した市町村が４件増えた。

○内部要因
・年間を通じた入域観光客数の平準化や本県観光産業が今後とも持続的に発展していくためには、地
域が主体となって独自の自然、文化、歴史など、多様性に富んだ観光資源を活用し住む人が誇りを持
ち、旅行者が何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくりの取組を推進することが必要である。

○外部環境の変化
・地域と緊密に連携し、各地域における魅力ある観光地づくりの取組促進、支援の在り方を検討するとと
もに、広域的な観点から、各市町村の取り組みについての連携体制の強化を図り、沖縄県全体としての
魅力の向上を推進する必要がある。

・県内各地域の観光振興の方向性及び課題等の把握、今後の取組みについての協議を更に促進するためにも、離島圏域の
みならず、本島内の北・中・南部の広域圏においても同様な合同意見交換会等の取り組みを行う必要がある。

・地域の観光まちづくりを推進するうえで、市町村のみならず、広域的な取り組みを行う一部事務組合、協議会、地域観光協会
の役割は大きく、これら地域団体の新たな観光資源発掘や商品企画・開発、販売促進等の取り組みを促進することは重要で
ある。　このため、各市町村の観光協会などの実態を把握し、その課題共有と問題解決に県が率先して取り組む必要がある。
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離島振興

計画記載頁
80

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

6,030 4,596
一括

交付金
（ソフト）

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

年度別
取組予定

施策（中項目） 離島観光ブランドの確立

施策（小項目） ―

主な取組 環境共生型観光地づくり支援事業

対応する
主な課題

◎離島において、国内外からの認知度を高める取組として、重要な観光資源である自然
環境や風景・景観の保全・再生を図りつつ利活用を推進することが重要な課題である。
　また、観光利用による観光資源の劣化が見られる地域においては、市町村や地域が主
体となって行う自然環境等の保全に配慮した観光地づくりの強化が課題である。

取組内容

　市町村、地域の協議会等が行う自然環境等の保全に配慮した観光地づくりへの取組
みを支援することにより、環境共生型観光を推進し、沖縄観光の持続的発展を図る。
　具体的には、観光資源の保全及び活用計画の策定、人材育成、環境教育及び環境保
全活動等を支援する。

担当部課 文化観光スポーツ部観光整備課

順調

　環境保全活動支援件数の計画地１件のところ、実績値１件と目標値を達成した。
　具体的には、幅広地情報発信が可能な雑誌媒体を通じプロモーションを行うことで、沖
縄観光における環境保全活動に通じた観光に係る情報発信を行った。また、従来、横の
つながりが弱かった保全利用協定地域間の意見交換会を実施し、その中でアドバイザー
による助言等を行うことで、エコツーリズムに関する人材育成及び資質向上がが図られ
るとともに、環境共生型観光の推進を図るための課題を検証した。

事業名 活動内容

環境共生型
観光推進事

業

　保全利用協定地域を含めたモデル地域の現状
及び課題の調査を行い、モデル地区による意見交
換会の実施及び情報発信によるプロモーションを
行った。
　また、石垣市における環境保全型観光施設の設
計支援を行った。

活動状況

平成27年度実績

活動実績値

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　従来横のつながりが弱かった保全利用協定地域間の意見交換の実施及びワーク
ショップの開催により、環境共生型観光の実施に向けて事業者の質の向上が図られた。
　また、石垣市における環境保全型観光施設の設計支援を行うことで、環境共生型観光
の推進が図られた。

　保全利用協定地域間の意見交換会を竹富町で実施するととも
に、ワークショップを２回開催（うち１回は竹富町）で開催した。
　また、石垣市における環境保全型観光施設の設計支援を行っ
た。

環境保全施設整備数１件　4,596千円
（石垣市への補助実績）

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

市町村等が行う観光資源の利用ルール等の策定などへの支援

プロモーション支援



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

18,000
一括交付金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

4
（ 23年） （ 27年） （ 年）

傾向 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年）
→

（ 年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

主な取組に対応する成果指標

環境共生型
観光推進事

業

　平成27年度に実施した調査により明らかになった課題（保全利用協
定締結事業者のメリットの薄さ、市町村における位置づけの不明確さ
等）を解消するため、支援策について検討を行うとともに、引き続きプ
ロモーション支援・人材育成・施設整備支援を行い、環境共生型観光
の推進を図る。

平成27年度の取組改善案

平成28年度計画

事業名 活動内容

離島の現状

事業者間における環境保全利
用協定の認定数

反映状況

①保全利用協定締結地域への重点的な支援の効
果をより高める必要があり、市町村に加え、事業者
との意見交換に取り組む。

①保全利用協定締結地域の意見交換の場を設け
るなど、円滑な事業実施に向けた取り組みを行っ
た。

・事業者との意見交換に市町村を加えることで、より円滑な環境共生型観光の推進を図る。

事業者間における環境保全利用協定
の認定数

　環境を観光資源とし近年急速に観光客数が増加している西表島や久米島などの地域へ木道
等の環境保全型観光施設、利用ルールに関するパンフレット作成などの支援が行われており、
事業全体としては順調にすすでいると判断できる。

○内部要因
・協働する市町村の環境負荷軽減への優先度の低さから、ルール作りを促進する施設整備を担う技術
系職員不足など、組織的な問題がある。

○外部環境の変化
・「奄美・琉球」の世界自然遺産登録に向けた動きが本格化しており、環境保全型観光への関心の高ま
りが想定される。

・市町村における優先度を高めるため、保全利用協定（予定を含む。）地域への優先的な支援を進め、
協定の効果を周知し、技術職員を含む組織体制の強化を促進する必要がある。

参考データ（離島分）



(1)
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261
離島振興

計画記載頁
80

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
３件エコアク
ション21登録
件数

→

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

－ － ―

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

年度別
取組予定

施策（中項目） 離島観光ブランドの確立

施策（小項目）

主な取組 エコリゾートアイランド沖縄形成事業

対応する
主な課題

○沖縄の貴重な自然環境と観光振興を持続的に両立させるには、実態調査等に基づい
た沖縄毒所の環境負荷低減の取組指針が必要不可欠である。また、観光利用による観
光資源の劣化が見られる地域においては、市町村や地域が主体となって行う自然環境等
の保全に配慮した観光地づくりの強化が課題である。

取組内容
　沖縄県の観光資源の優位性を再認識し、これらの保全・育成に取り組む観光メニューの
開発など、環境負荷の低減を図り、観光業界自らが当該取組を促進し、沖縄観光の新し
いブランド力の構築を図る。

担当部課 文化観光スポーツ部観光整備課

事業名 活動内容

エコリゾート
アイランド沖
縄形成事業

　平成24年度より環境部所管「観光施設等の総合
的エコ化推進事業（一括交付金）へ統合。今後は、
観光関連事業者に本事業補助金の活用を促し、
環境負荷の低減を図る。

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

　平成27年度は、観光関連事業者の環境保全意識の啓発と具
体的な取組を促進するため、「観光施設等の総合的エコ化促進
事業」について、県主催の説明会の中で、情報提供及び活用を
促した。

観光関連事業者のエコアクション21登
録件数　０件

観光施設等の総合的エコ化促進事業
補助金等の説明回数　１回

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　観光関連事業者のエコアクション21登録の実績は無かったが、県主催の説明会等で、
環境部所管「観光施設等の総合的エコ化促進事業」の補助金の活用を促し、観光事業者
が広く環境保全に配慮した取組を促進した結果、エコリゾートアイランド沖縄形成事業の
目的でもある観光関連事業者の事業活動に伴う環境負荷の低減に着よしたものと考え
る。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

大幅遅れ

　観光関連事業者のエコアクション21登録の実績は無かったことから大幅遅れとした。し
かし、県主催の説明会等で、環境部所管「観光施設等のエコ化促進事業」の補助金の活
用を促し、観光関連事業者の環境保全活動に配慮した取組を促進した結果、エコリゾート
アイランド沖縄形成事業の目的でもある観光関連事業者の事業活動に伴う環境負荷の低
減に寄与したものと考える。

３回

観光施設の総合的エコ化促進事業補助金等の説明会開催

観光事業者が行う環境保全の取組への支援



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

－ － ―

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年）

傾向 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年） （ 年）

状
況

説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成28年度計画

平成27年度の取組改善案 反映状況

事業名 活動内容

①説明会等で、環境部所管「観光施設等の総合的
エコ化促進事業」の補助金の活用を促し、観光事業
者が広く環境保全に配慮した取組を促進する。

②環境部との連携により、支援体制創出に向け、
検討する。

①説明会等で、環境部所管「観光施設等の総合的
エコ化促進事業」の補助金の活用を促し、観光関
連事業者が行う広く環境保全に配慮した取組を促
進した。

②環境部との意見交換会を持ち、意識の共有を
図った。

エコリゾート
アイランド沖
縄形成事業

　平成24年度より環境部所管「観光施設等の総合
的エコ化推進事業（一括交付金）へ統合。今後は、
観光関連事業者に本事業補助金の活用を促し、
環境負荷の低減を図る。

主な取組に対応する成果指標

参考データ（離島分） 離島の現状

・引き続き、環境部との協働体制の創出に向けて調整する。

－

○内部要因
環境部所管「観光施設等の総合的エコ化促進事業」の補助金については、観光関連事業者の活用が
あるものの、エコアクション21登録に直接結びつかない。観光関連事業者が本制度登録による事業効
果が図られる支援体制創出が課題である。

○外部環境の変化
・「奄美・琉球」の世界自然遺産登録に向けて、環境共生型の観光への関心の高まりが予想される。

・世界自然遺産の登録に向けた機運の高まりを契機とし、環境部との協働体制の創設に向けて調整す
る必要がある。



(1)
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262
離島振興

計画記載頁
80

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
３件
情報発信件数

→

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

6,034 5,317 県単等

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

年度別
取組予定

施策（中項目） 離島観光ブランドの確立

施策（小項目）

主な取組 エコツーリズム推進事業

対応する
主な課題

◎離島において、国内外からの認知度を高める取組として、重要な観光資源である自然
環境や風景・景観の保全・再生を図りつつ利活用を推進することが重要な課題である。
　また、観光利用による観光資源の劣化が見られる地域においては、市町村や地域が主
体となって行う自然環境等の保全に配慮した観光地づくりの強化が課題である。

取組内容

　自然環境に配慮し、安全性の高い高品質なエコツーリズムを推進する。
　沖縄のエコツーリズム情報発信、地域コーディネーターの育成、エコツーリズム商品の
質の向上に寄与するとともに安全性等の基準を消費者らに分かりやすくる認証制度のあ
り方等について検討するための基礎調査等を行う。

担当部課 文化観光スポーツ部観光整備課

事業名 活動内容

エコツーリズ
ム推進プ

ラットフォー
ム事業

・エコツーリズムに関する認証制度の他地域事例
の検討及び沖縄に即した認証制度のあり方の検
討
・普及啓発活動としての研究大会及び地域セミ
ナーの開催等の人材育成及び情報発信。

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

　Webサイトの改善及びツーリズムexpo2015でのブース出展によ
る情報発信、普及啓発活動としての研究大会及び地域セミナー
（２回実施し、うち１回は座間味村）による地域コーディネーター
の育成など、エコツーリズム商品の質の向上に寄与する活動を
行った。

情報発信支援数　３件（県全体）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　沖縄の重要な観光資源である自然環境の保全・活用を図るために必要なエコツーリズ
ムの推進において、認証制度の基礎調査並びにWebサイトの改善、コーディネーターの育
成、プロモーション支援及び研究大会の開催を通じたエコツーリズムの情報発信を実施し
た。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
 Webサイトの改善、普及啓発活動としての研究大会（１回）及び地域セミナー（東村、座間
味村各１回）を実施し、ワークショップ等を通じた地域コーディネーターの育成を行うなど、
エコツーリズム商品の質の向上に寄与する活動を行った。

プログラムメニュー情報を照会するWebコンテンツの作成

コーディネーターの育成

品質保証制度の検討・構築・導入



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

5,728 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

－
－

（ 年）
－

（ 年）
－ －

－
（ 年）

傾向 沖縄の現状

1.3%
（23年度）

1.2%
（26年度）

2.4%
（28年度）

→
1.2%

（26年度）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成28年度計画

平成27年度の取組改善案 反映状況

事業名 活動内容

①Web掲載のエコツーリズム事業者等の活動内容
を更新しやすくするとともに、観光客等一般ユー
ザーの検索性を高める等、情報発信方法の改善を
行う。

②世界自然遺産登録に向けたエコツーリズム事業
者の意識醸成を目的とする研究大会、エコツーリズ
ム推進体制強化と地域の人材育成を図るため県内
各圏域でのワークショップを開催する。

③認証制度への取組の中で、調査結果の解析・課
題抽出を行い関係者の意識向上へ向けた検討を行
うとともに、広くエコツーリズム事業者らと協議の場
を設けながら、エコツーリズム協議会等、県におけ
るエコツーリズム推進体制の見直しに着手する予
定である。

①Webサイトの改善（保全利用協定地域締結事例
の情報提供、ページのユーザビリティの向上）を実
施した。

②研究大会を開催するとともに、東村及び座間味
村で地域セミナーを開催し、地域の人材育成を
図った。

③認証制度創設に関する基礎調査を実施、現状
の分析を行った。

エコツーリズ
ム推進プ

ラットフォー
ム事業

　Web強化による情報発信、地域でのワークショップによる地域
コーディネーターの育成、エコツーリズム推進のための研究大
会の開催、認証制度のとりまとめ、推進体制強化の検討等を行
う。

主な取組に対応する成果指標

－

参考データ（離島分） 離島の現状

・エコツーリズム推進の中核を成す沖縄エコツーリズム推進協議会との意見交換を行い、地域に即した
認証制度に向けた調査を実施する。

次回来沖した際の、エコツアーへの参
加意向度

　現状で地域格差はあるものの、先進的な地域ではワークショップの実施によりコーディネーター
育成等は順調に行われている。

○内部要因
・エコツーリズムサイトや市町村ごとの推進体制について、各地域の自然環境の違い等から由来する濃
淡があり、全県的な取組に発展していない。
・認証制度に対するエコツーリズム事業者の意識調査をした結果、地域差が大きいことが判明した。

○外部環境の変化
・「奄美・琉球」の世界自然遺産登録に向けた機運の高まりにより、エコツーリズムに係る関心の高まり
が予想される。

・認証制度では、地域の特性への順応性が実効性に繋がると予想できることから、地域特性に係る項
目を含め、より工夫されたデザインによる調査が望まれる。



(1)

―

263
離島振興

計画記載頁
80

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

37,146 34,379
一括

交付金
（ソフト）

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

年度別
取組予定

施策（中項目） 離島観光ブランドの確立

施策（小項目） ―

主な取組 沖縄型ウェルネスツーリズム等推進事業

対応する
主な課題

○離島観光の国際化や多様化する観光ニーズに対応するためには離島の地域資源を生
かした個性ある観光プログラムを多数創出していく必要がある。

取組内容

・沖縄に適合した医療ツーリズムのあり方を確立するための先進事業者への支援。
・医療ツーリズム促進の基盤構築のための人材育成（医療現場における通訳等）、医療
通訳派遣等の受入体制強化に係る検討。
・沖縄型医療ツーリズムの誘客のためのプロモーション活動。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光整備課

事業名 活動内容

沖縄型ウェ
ルネスツー
リズム等推

進事業

　沖縄型ウェルネスツーリズム等推進事業に関連
したプロモーション、コンテンツ開発などの企画案
を募り、3件を選定した上で支援を行った。
　医療通訳養成講座を英語、中国語、韓国語の3
言語で開催し、受入体制整備に向けた人材育成を
行うとともに、緊急医療が必要な場合を想定し、電
話通訳やタブレット通訳の実証を行った。
　また、ロシア及び北京において開催された旅行
博に出展し、沖縄型ウェルネスツーリズム等のPR
を行い誘客を図った。

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

　沖縄型ウェルネスツーリズム等推進事業に関連したプロモー
ション、コンテンツ開発などの企画案を募り、3件を選定した上で
支援を行った。

沖縄型ウェルネスツーリズム等のコン
テンツ開発事業者支援件数：3件

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

・事業者支援について、6件の応募があったが選定段階においてうち3件は沖縄型ウェル
ネスツーリズム等推進事業で支援する対象として企画内容及び実施体制基準等に合致し
なかったことから3件の支援を行うにとどまった。しかし、県内のウェルネス分野について、
海洋療法やダイビングなど、海を活用した新たな観光コンテンツを開発することができた。
・緊急医療体制整備の観点から、電話通訳及びタブレット通訳の実証を行った上で、緊急
医療受入体制の方向性について検討・整理した。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

・事業者支援について、6件の応募があったが選定段階においてうち3件は沖縄型ウェル
ネスツーリズム等推進事業で支援する対象として企画内容及び実施体制基準等に合致し
なかったことから3件の支援を行うにとどまった。しかし、県内のウェルネス分野について、
海洋療法やダイビングなど、海を活用した新たな観光コンテンツを開発することができた。
・緊急医療体制整備の観点から、電話通訳及びタブレット通訳の実証を行った上で、緊急
医療受入体制の方向性について検討・整理した。

医療ツーリズムの

あり方に関する調

査・検証

医療ツーリズム及びウェルネスツーリズム等に係
るプロモーション活動を行うとともに、県内事業者
に対するプロモーション活動及び人材育成支援



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

20,807
一括交付金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

- - - - - -

傾向 沖縄の現状

2件
（25年）

7件
（26年）

3件
（27年）

― －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①国内外からの誘客を図るため、「沖縄らしさ」を活
かしたプロモーションを行う必要があるとともに、新
たな医療・ウェルネス観光コンテンツを増やすため
継続して事業者支援を行う。

②医療ツーリズム等に係る外国語対応や外国人観
光客の緊急時医療などにも対応しうる受入体制の
整備のため、引き続き医療通訳講師養成講座を開
催するとともに、医療機関への派遣シミュレーション
の課題となった「夜間・救急の対応」や「医療機関へ
の迅速な派遣」などを解決するための配置型モデ
ルについて実証を行い、将来的な医療通訳派遣等
の受入体制整備の方向性を検討し、本県の医療機
関に推奨する受入体制等について整理する。

平成28年度計画

事業名 活動内容

ウェルネスリ
ゾート構築
推進事業

沖縄の自然環境資源や健康保養施設等を活用したウェルネス
リゾート地としての体制を構築するため、ウェルネス・医療ツー
リズム等に関連した事業に先進的に取り組む事業者等の支援
を行うとともに、事業者と連携して国内外へのプロモーションを
行う。

・沖縄らしいウェルネスコンテンツを増やすため、継続して事業者支援を行う。

・外国人観光客に緊急医療が必要な状況が発生した場合、その問合せ等に対応できる機能について実
証実験等による検討を行うとともに、外国語対応ができる人材を育成するため、引き続き医療通訳講座
を開催する。

沖縄型ウェルネスツーリズム等のコン
テンツ開発数

事業者支援によるコンテンツ数が増え、医療・ウェルネス等を観光資源として利活用したことで、
沖縄観光の魅力の再構築が図られ、世界水準の観光リゾート地としてのブランドイメージを高め
ることに寄与した。

○内部要因
・外国人観光客に緊急医療が必要な状況が発生した場合、その問合せ、相談等に対応できる受付窓口
（コールセンターなど）がない。

○外部環境の変化
・沖縄型ウェルネスツーリズムを推進する上で、国内外からの誘客を図るウェルネスコンテンツが不足し
ている。
・外国人観光客の緊急医療にも対応できる受入体制を構築する必要があるが、医療機関等で医療用語
を踏まえた外国語の対応ができる人材が不足している。

・多様で魅力ある観光体験を提供するため、沖縄らしいウェルネスコンテンツを増やす必要がある。

・外国人観光客に緊急医療が必要な状況が発生した場合、その問合せ等に対応できる機能を構築する
とともに、外国語対応ができる人材の育成を行う必要がある。

①海外において、沖縄の青い海に代表される自然
環境資源などをPRするとともに、沖縄らしいウェル
ネスコンテンツを増やすため、海洋療法やダイビン
グなど、海を活用したコンテンツが開発された。

②3言語の医療通訳講座を開催するとともに、電話
通訳及びタブレット通訳の実証を行った上で、緊急
医療受入体制の方向性について検討・整理した。

主な取組に対応する成果指標

参考データ（県全体） 県全体の現状

-

平成27年度の取組改善案 反映状況



(1)

―

264
離島振興

計画記載頁
80

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
12件
支援件数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

239,500 239,500
一括交付金

（ソフト）

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

年度別
取組予定

施策（中項目） 　離島観光ブランドの確立

施策（小項目）

主な取組

沖縄の観光資源を活用したエンターテイメント創
出・観光メニュー開発等の支援
エンターテイメント創出・観光メニュー開発等支援
事業

対応する
主な課題

◎旅行者ニーズを踏まえた独自の着地型観光・滞在型観光の推進など、各離島の魅力
やイメージを積極的に発信し、国内外からの認知度を高める取組が求められている。

取組内容

  国内外の観光誘客の拡大につながるエンターテイメントの創出や新たなMICEメニュー
の開発・発掘等による新たな着地型観光メニューについて、地域観光協会や民間企業等
の自主的な取り組みを促進するため、公募により有望なプロジェクトを選定し集中的に支
援する。

担当部課 文化観光スポーツ部観光整備課

事業名 活動内容

戦略的課題
解決型観光
商品等支援

事業

国内外の観光誘客の拡大につながる沖縄が持つ
様々な資源を活用した沖縄独自の観光商品（高付
加価値型）観光）について、民間企業等の自主的
な取り組みを促進するため、公募により県が示す
戦略的観光商品のプロジェクトを選定し、集中的
に支援する。（20件支援）

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

エンターテインメント創出・観光メニュー開発の商品造成件数
（単年）

20件（県全体）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　エンターテインメント創出・観光メニュー開発の商品造成件数が計画12件に対し、実績
が20件となり取組を着実に推進していることから順調とした。
　沖縄観光の課題を検証し、その課題解決に向けた戦略的観光商品等の開発及び受入
体制が充実し、観光産業の持続性・安定性の確保が図られる観光メニューの開発等が
図られた。（支援実績20件）

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　エンターテインメント創出・観光メニュー開発の商品造成件数が計画12件に対し、実績
が20件となり取組を着実に推進していることから順調とした。
　沖縄観光の課題を検証し、その課題解決に向けた戦略的観光商品等の開発及び受入
体制が充実し、観光産業の持続性・安定性の確保が図られる観光メニューの開発等が
図られた。（支援実績20件）

観光誘客につながるエンターテイメン
ト企画への支援

沖縄の観光資源を活用し
た観光商品の開発支援



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

224,839
一括交付金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年）

傾向 沖縄の現状

12件
（23年度）

88件
（27年度）

60件
（H28目標）

↗
（ 年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成28年度計画

平成27年度の取組改善案 反映状況

事業名 活動内容

①観光客来客数の少ない時期及びイベント閑散時
期が依然あることから、この時期に実施する事業を
採択し、支援をする必要がある。
②業種別で閑散期が異なるため、沖縄観光の課題
を検証し、その課題解決に向けた観光商品等の開
発及び受入体制の充実、観光産業の持続性・安定
性の確保を図る必要がある。

①観光客やイベントの閑散時期が依然あることか
ら、閑散時期に実施する事業を採択し、支援を行
い、成功事例は、情報発信し共有する。
②沖縄観光の課題を例示し、助成事業の公募時
期を早め商品開発等の支援や観光客誘客が早期
に着手でき、閑散期が解消され、観光産業の持続
性・安定性を図る。

戦略的課題
解決型観光
商品等支援

事業

　国内外の観光誘客の拡大につながる沖縄が持つ様々な資源
を活用した沖縄独自の観光商品（高付加価値型）観光）につい
て、民間企業等の自主的な取り組みを促進するため、公募によ
り県が示す戦略的観光商品のプロジェクトを選定し、集中的に
支援する。（12件支援予定）

主な取組に対応する成果指標

参考データ（離島分） 離島の現状

・観光客来客数の少ない時期及びイベント閑散時期が依然あることから、この時期に実施する事業を
採択し、支援を行い、成功事例は、情報発信し共有する。

・沖縄観光の課題を例示し、助成事業の公募時期を早めることで、課題解決に向けた観光商品の開発
等の支援や観光客誘客が早期に着手でき、時期的に異なる観光客数や業種別の繁忙期・閑散期の
平準化につながり、観光産業の持続性・安定性が図られる。

・各地の魅力ある観光資源を「面」で捉えた広域連携型の観光商品開発を支援する。

エンターテイメント創出・観光メニュー
の商品造成件数（累計）

  平成27年度はエンターテイメント創出・観光メニューの商品造成件数（累計）が88件となり、平
成28年度の目標を達成した。助成予算額が減少する一方、年々公募数も増加しており、平成27
年度の商品造成件数は20件となるなど、民間事業者等に取組の周知が図られてきている。平
成27年度の商品造成件数は20件となった。

○内部要因
  各支援事業の県外観光客目標数に達しない事業があった。県外観光客を多く誘客するためには、採
択の決定時期を早めることや支援期間を長くするなど、今後の検討が必要である。

○外部環境の変化
  沖縄への観光入域客は好調な伸びを続けているが、観光ブログラムの開発が各地で行われ、個々
で製造・販売していることから旅行者の滞在期間中で必要な数・量が足りず商品造成の限界がある。

・観光客来客数の少ない時期及びイベント閑散時期が依然あることから、この時期に実施する事業を
採択し、支援をする必要がある。

・業種別で閑散期が異なるため、沖縄観光の課題を検証し、その課題解決に向けた観光商品等の開
発及び受入体制の充実、観光産業の持続性・安定性の確保を図る必要がある。

・各地の魅力ある観光資源を「面」で捉えた広域観光ルート等の推進を図る必要がある。



(1)

―

268
離島振興

計画記載頁
81

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 関係団体

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

7,200 7,200 県単等

沖縄県でキャンプを実施するプロスポーツチームに対して地域
特産品の贈呈や各種スポーツコンベンションに対する歓迎等を
行った。

キャンプ・合宿に伴う差し入れ支援３
件
(石垣島２件、久米島１件)
広告支援１件
(石垣島１件)

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
キャンプ・合宿に伴う差し入れ支援３件(石垣島２件、久米島１件)及び広告支援１件(石垣
島１件)を行い離島を含めた沖縄県全体での歓迎の気運醸成を図った。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
沖縄でキャンプを実施したプロサッカー21チーム、プロ野球球団14チームに対して、地域
特産品の贈呈を行い、県民挙げての歓迎の気運醸成を図った。

事業名 活動内容

スポーツコ
ンベション振
興対策事業

沖縄県でキャンプを実施するプロスポーツチーム
に対して地域特産品の贈呈、各種スポーツコンベ
ンションに対して各種歓迎、スポーツコンベンショ
ン開催実績調査及びスポーツツーリスト調査を実
施した。

活動状況 活動実績値

平成27年度実績

施策（小項目） ―

主な取組 スポーツコンベンション誘致事業

対応する
主な課題

◎離島観光の国際化や多様化する観光ニーズに対応するためには離島の地域資源を
生かした個性ある観光プログラムを多数創出していく必要がある。

取組内容
　国内外からのスポーツコンベションの誘致を図るため、プロスポーツチーム等に対する
特産品の差入品支援や、各種スポーツコンベションの歓迎支援策等を実施する。

年度別
取組予定

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

施策（中項目） 離島観光ブランドの確立

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

沖縄のスポーツコンベンション環境の県外への広報・誘致活動



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

3,700 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

64

開催数：63件
県外・海外参

加者数：
20,911人
（22年）

開催数55件
県外・海外参
加者数6,708

人
（26年）

70件
23,000人

開催数△8件
県外・海外参

加者数
△14,203人

578件
64,751人
（25年）

傾向 全国の現状

76,373人
（24年）

94,094人
（25年）

93,866人
（26年）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）
・全国的にスポーツコミッション組織の立ち上げが活発化していることを踏まえて、本県は、誘致におけ
る競技団体とのネットワークを活かし、競技スポーツ、生涯スポーツ及びスポーツコンベンションの一体
的推進を図るため、平成28年度にスポーツコミッション沖縄の事務局を（公財）沖縄県体育協会に移管
する。
・スポーツコミッション沖縄を中心としてスポーツコンベンションの受入市町村や関係競技団体等と連携
し、小規模なスポーツコンベンションの歓迎支援は受入市町村が行う等の役割分担を図る。

スポーツコンベンションの県内参加者
数

　スポーツコンベンションの広報・誘致活動等の取組により、スポーツコンベンションの県内参加
者数は、現状値で93,866人であり、H28目標値77,000人をすでに達成している。引き続き、県民
のスポーツに触れる機会(観る、参加する)の創出のため、スポーツコンベンションの誘致に取り
組んでいく。

○内部要因
・スポーツコンベンションの件数及び参加人数については増加傾向で推移するなかで、すべてに対して
歓迎支援等を実施することはできないため、実施対象の範囲を検討する必要がある。

○外部環境の変化
スポーツコンベンションの誘致について、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催決定を
機に、他の都道府県との間で競争が激しくなっている。

・PR効果等を踏まえ、スポーツコンベンションに対する歓迎支援の内容及び対象を検討する必要があ
る。

①他の都道府県とは異なる沖縄県の優位性を各
種スポーツごとに整理し、ポイントを絞ったPRを行
う。

②スポーツコンベンション主催者や、その他関係団
体等との連携を強化し、スポーツコンベンションへ
の参加を促す効果的なPRを行う。

一括交付金を活用した「スポーツ観光誘客促進事
業」において、沖縄県の優位性について整理し、
スポーツコンベンション主催者やその他関係団体
等との連携を強化し、スポーツ環境のPRを実施し
た。

主な取組に対応する成果指標

スポーツコンベンションの離島開催
件数・参加者数

参考データ 沖縄県の現状・推移

事業名 活動内容

スポーツコ
ンベンション
振興対策事
業

沖縄県でキャンプを実施するプロスポーツチーム等に対して地
域特産品の贈呈やスポーツコンベンションの気運醸成等を図
る。

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画



(1)

―

269
離島振興

計画記載頁
81

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

130,683 130,588
一括交付

金
（ソフト）

　プロモーションツールの制作（ポスター、チラシ等）、見本市等
でのプロモーションを展開してスポーツアイランド沖縄として認
知度向上を図り、誘客促進を行った（プロモーション29件）。（離
島に特化した取組はなし）

見本市の出展等による県外・海外へ
のプロモーションの実施等：29件
（離島に特化した取組はなし）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　県外・海外のそれぞれで、新たな出展先の開拓を行い、本県のスポーツ環境ＰＲに一
定程度寄与できた。プロモーション回数については、計画を上回ることができ、目標を達
成することができた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　県外・海外のそれぞれで、新たな出展先の開拓を行い、本県のスポーツ環境ＰＲに一
定程度寄与できた。プロモーション回数については、計画を上回ることができ、目標を達
成することができた。

事業名 活動内容

スポーツ観
光誘客促進
事業

　プロモーションツールの制作（ポスター、チラシ
等）、見本市等でのプロモーションを展開してス
ポーツアイランド沖縄として認知度向上(38％→
62％)を図り、誘客促進を行った（プロモーション29
件）。

活動状況 活動実績値

平成27年度実績

施策（小項目） ―

主な取組 スポーツ観光誘客促進事業

対応する
主な課題

◎離島観光の国際化や多様化する観光ニーズに対応するためには離島の地域資源を
生かした個性ある観光プログラムを多数創出していく必要がある。

取組内容
　　　県外・海外からの誘客を図り、県民のスポーツに触れる機会（観る、参加する）の創
出を図るため、マラソン、サイクリングイベントなど沖縄のスポーツイベント及びスポーツ
環境のプロモーション等を行う。

年度別
取組予定

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

施策（中項目） 離島観光ブランドの確立

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

スポーツ観光のプロモーション実施



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

111,947
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

76,373人
（24年）

94,094人
（25年）

93,866人
（26年）

↗ ―

505件
57,705件
(24年)

578件
64,751件
(25年)

535件
55,368件
(26年)

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

　見本市の出展においては、スポーツイベントのより細かな情報を求める来場者が増えてきており、そ
のニーズに対応する必要がある。

・地域の観光協会と連携し、県内イベント事業者等とヒアリング等を行い方向性、受入環境の確認を行
いながら、県外、海外へのプロモーション活動を実施する。
・ポタリングやヨガ等の新たなスポーツ資源(ライトスポーツ)を活用し、誘客を促進するため、これまでと
は異なったターゲットに訴求を行うためのプロモーションを実施する。

スポーツコンベションの県内参加者数

スポーツコンベンションの開催件数、
県外・海外参加者数

　スポーツコンベンションの広報・誘致活動等の取組により、スポーツコンベンションの県内参加
者数は、現状値で93,866人であり、H28目標値77,000人をすでに達成している。引き続き、県民
のスポーツに触れる機会(観る、参加する)の創出のため、スポーツコンベンションの誘致に取り
組んでいく。

○内部要因
　これまでの見本市等をとおしたプロモーションの取組により、本県のスポーツ環境への認知度は一定
程度向上してきたが、他県でもプロモーションの強化が図られるなど、今後とも継続的にプロモーション
を実施していく必要がある。

○外部環境の変化
東京オリンピック・パラリンピック開催決定を機に、スポーツに対する国民意識は高まってきている。

より一層の本県のスポーツ環境の認知度向上を図
るために、これまで実施してきたプロモーション場
所に加え、新たなプロモーション先等を開拓すると
ともに、県内のプロチーム等を観光資源として、各
チームの県外でのスポーツ交流を通し、質の高い
プロモーションの展開を図る。

県内のプロハンドボールチーム「琉球コラソン」を
活用し、ドイツで親善試合と併せてプロモーション
を実施することにより、新たなプロモーション先の
開拓及び質の高いプロモーション展開を行った。

主な取組に対応する成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

事業名 活動内容

スポーツ観
光誘客促進
事業

　これまでよりも詳細なサイクリングマップなどのプロモーション
ツールの作成（ポスター、チラシ等）、県内スポーツイベントのレ
ポート及び発信を行う。また、見本市等でのプロモーションを18
件行う。

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画



(1)

―

270
離島振興

計画記載頁
81

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
６事業以上
モデル事業
数 → 関係団体

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

68,288 67,891
一括交付

金
（ソフト）

　繁忙期と閑散期の格差縮小・雇用創出、新たな専門性を持つ
観光産業人材の創出及びスポーツが持つ周期性による集客効
果・経済効果の実現等、沖縄観光の推進に寄与することから、
観光メニューとしてのスポーツツーリズムの推進を図るため、ス
ポーツイベントのモデル事業を選定し、離島においては久米島
トライアスロン大会に対し支援を行った。

スポーツツーリズムモデル事業離島
実施事業支援数：１事業

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　新規のスポーツイベントには補助率を高く設定し、２年目以降のスポーツイベ
ントは補助率を下げるなど、スポーツイベントの定着化が図られるよう、支援枠
を設定しており、久米島トライアスロンは定着化枠として支援を行った。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　新規のスポーツイベントには補助率を高く設定し、２年目以降のスポーツイベ
ントは補助率を下げるなど、スポーツイベントの定着化が図られるよう、支援枠
を設定しており、モデル事業数が計画値を上回る８事業となったため順調とし
た。

事業名 活動内容

スポーツ・
ツーリズム
戦略推進事
業

　繁忙期と閑散期の格差縮小・雇用創出、新
たな専門性を持つ観光産業人材の創出及びス
ポーツが持つ周期性による集客効果・経済効
果の実現等、沖縄観光の推進に寄与すること
から、観光メニューとしてのスポーツツーリ
ズムの推進を図るため、スポーツイベントの
モデル事業を選定し、８事業に支援を行っ
た。

活動状況 活動実績値

平成27年度実績

施策（小項目） ―

主な取組 スポーツツーリズム戦略推進事業

対応する
主な課題

◎離島観光の国際化や多様化する観光ニーズに対応するためには離島の地域資源を
生かした個性ある観光プログラムを多数創出していく必要がある。

取組内容
　沖縄観光の新たな魅力の創出や着地型観光の拡充を目的とし、スポーツの活用により
観光を推進・活性化するスポーツ・ツーリズムを沖縄に根付かせるためのモデル事業と
連携した誘客促進等の実施と新たなスポーツ・ツーリズム受入体制の整備を行う。

年度別
取組予定

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

施策（中項目） 離島観光ブランドの確立

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

スポーツ・ツーリズムモデル事業の実施、定着化促進、新規スポーツ・ツーリズムモデル事業の実施、定着化促進、新規スポーツ・ツーリズムモデル事業の実施、定着化促進、新規



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

66,891
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

64

開催数：63件
県外・海外参

加者数：
20,911人
（22年）

開催数55件
県外・海外参
加者数6,708

人
（26年）

70件
23,000人

開催数△8件
県外・海外参

加者数
△14,203人

578件
64,751人
（25年）

傾向 全国の現状

76,373人
（24年）

94,094人
（25年）

93,866人
（26年）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・既存イベントの拡充策について、海外からの誘客の増加を見据えた新たな取組みに対して支援を行
う。
・県外・海外からの誘客が見込める新規に立ち上げる大規模なスポーツイベントに対して、補助限度額
を拡大した特別支援枠を設定することで、新規の大規模スポーツイベントを支援する。

スポーツコンベンションの県内参加者
数

　スポーツコンベンションの広報・誘致活動等の取組により、スポーツコンベンションの県内参加
者数は、現状値で93,866人であり、H28目標値77,000人をすでに達成している。引き続き、県民
のスポーツに触れる機会(観る、参加する)の創出のため、スポーツコンベンションの誘致に取り
組んでいく。

○内部要因
・スポーツイベントの定着を図るうえで、各種競技団体や関係市町村との連携が重要であり、イベント
選定時に留意する必要がある。

○外部環境の変化
・スポーツイベントの参加者にとって、沖縄で開催するイベントの魅力をいかに構築できるかに留意す
る必要がある。

・新規スポーツイベントの立ち上げを支援するとともに、イベントの定着化によりスポーツツーリズムに
対する理解を深め、受入体制を一層強化する必要がある。
・イベントの実施にあたって、対象者を明確に設定し、沖縄で開催するイベントの魅力を構築できている
か、留意する必要がある。

イベント実施事業者が円滑に事業を実施、精算事
務等が行えるよう、委託業務のなかでアドバイザー
を派遣する。

事業を受託した管理運営法人がアドバイザーを派
遣することで事業の円滑な実施、精算事務等につ
ながり、早期の事業完了につながった。

主な取組に対応する成果指標

スポーツコンベンションの離島開催
件数・参加者数

参考データ 沖縄県の現状

事業名 活動内容

スポーツ・
ツーリズム
戦略推進事
業

　観光メニューとしてのスポーツツーリズムの推進を図る
ためスポーツイベントのモデル事業を８件程度選定し支援
を行う。
　また、イベント実施事業者が取組事例を報告し、事業者
間で課題や効果等を共有することで、今後の事業継続へつ
なげるものとする。

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画



(1)

―

271
離島振興

計画記載頁
81

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 関係団体

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

48,704 40,150
一括交付

金
（ソフト）

　スポーツ合宿の相談に対しては、ほぼ目標を達成しており、県
内においてプロ・アマチュアを含め多くの合宿が実施された。
（離島に特化した取組はなし）

スポーツコンベンション相談件数：62
件
スポーツ環境整備アドバイザーの派
遣：６件
（離島に特化した取組はなし）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　スポーツ合宿の相談に対しては、ほぼ目標を達成しており、県内においてプ
ロ・アマチュアを含め多くの合宿が実施された。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
スポーツ合宿の相談に対しては、ほぼ目標を達成しており、県内においてプロ・
アマチュアを含め多くの合宿が実施された。

事業名 活動内容

スポーツア
イランド受入
支援事業

各種スポーツ合宿の受入・誘致・斡旋を行う窓口
として62件の相談があった。
　また、市町村における受入環境の充実を図るた
め、協議会立ち上げのためのアドバイス支援等を
行った。

活動状況 活動実績値

平成27年度実績

施策（小項目） ―

主な取組 スポーツアイランド受入支援事業

対応する
主な課題

◎離島観光の国際化や多様化する観光ニーズに対応するためには離島の地域資源を
生かした個性ある観光プログラムを多数創出していく必要がある。

取組内容
　各種スポーツキャンプ・合宿等の誘致・受入・斡旋を行うワンストップ窓口として、スポー
ツを目的とした来訪者の利便性向上を目的とした受入体制の整備を行い、スポーツアイ
ランド沖縄の認知度向上と誘客拡充を図る。

年度別
取組予定

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

施策（中項目） 離島観光ブランドの確立

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

ワンストップ化

に向けての調

査・研究

モデル事業数
５事業

スポーツキャンプ・イベント等の受入モデル事業

高校生、大学生等のスポーツキャンプ合宿誘致

ワンストップ化によるスポーツ観光の受入支援



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

43,230
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

64

開催数：63件
県外・海外参

加者数：
20,911人
（22年）

開催数55件
県外・海外参
加者数6,708

人
（26年）

70件
23,000人

開催数△8件
県外・海外参

加者数
△14,203人

578件
64,751人
（25年）

傾向 全国の現状

505件
57,705件
(24年)

578件
64,751件
(25年)

535件
55,368件
(26年)

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）
市町村との連絡会を開催するなどして、市町村とのネットワークを強化するとともに、受入市町村のス
ポーツ施設の環境整備の向上を促進するため、スポーツコミッション沖縄を通じてスポーツ施設整備に
かかるアドバイザーを派遣するなど、受入体制の強化を図る取組を展開していく。

スポーツコンベンションの開催件数、
県外・海外参加者数

　スポーツコンベンションの広報・誘致活動等の取組により、スポーツイベントへの県内参加者
数は、H25→H26は若干減少(△228人)したものの、H28目標値をすでに達成している。また、ス
ポーツコンベンションの開催件数は、H26年度535件で、H28年度の目標値510件を既に上回って
おり、県外・海外参加者数は基準年度に大型スポーツ大会が開催されたため、H26年度は
55,368人と減少しているが、H23年度以降は順調に増加している。引き続き、県民のスポーツに
触れる機会(観る、参加する)の創出のため、スポーツコンベンションの誘致に取り組んでいく。

○内部要因
　スポーツコンベンションを拡大発展させるためには、市町村との連携強化が重要である。
　市町村においては、協議会が立ち上がるなどスポーツコンベンションの誘致・受入の取組が推進され
つつあるが、どのように受入を行っていくかなどのノウハウ蓄積にはまだまだ課題がある。

○外部環境の変化
　東京オリンピック・パラリンピックの開催決定を機に、全国的にスポーツコミッション組織の立ち上げが
活発化している。
　沖縄県は、誘致における競技団体とのネットワークを活かし、競技スポーツ、生涯スポーツ及びス
ポーツコンベンションの一体的推進を図るため、平成28年度にスポーツコミッション沖縄の事務局を（公
財）沖縄県体育協会に移管する。

　平成25年度からのスポーツコミッション沖縄の設置により、ワンストップ窓口としての認知度は高まっ
てきているが、受け入れの主体である市町村の受入ノウハウの向上など、受入にかかる環境整備の
向上を促進させる必要がある。

競技団体と連携した効率的なスポーツコンベンショ
ンの受入を促進するため、H28年度には県体協へ
スポーツコミッション沖縄の事務局を移管させるこ
ととしており、平成27年度はOCVBがこれまで培っ
た観光関係団体との連携などのノウハウがスムー
ズに移管できるように研修を実施し、スポーツコン
ベンションの誘致及びスポーツツーリズムの競争
力を強化する。

県体協からOCVBへOJTを実施し、その進捗を確
認するための事務レベルの担当者会議を開催し、
スムーズな事務移管に繋がった。

主な取組に対応する成果指標

スポーツコンベンションの離島開催
件数・参加者数

参考データ 沖縄県の現状・推移

事業名 活動内容

スポーツア
イランド受入
支援事業

　競技団体とのネットワークを活かし、競技スポーツ、生涯ス
ポーツ及びスポーツコンベンションの一体的推進を図るため、
（公財）沖縄県体育協会に事務局を移管し、ワンストップ窓口と
して効果的な取組を推進する。

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画



(2)

―

273
離島振興

計画記載頁
82

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

4,173 3,908 県単等

意見交換会の開催
意見交換会開催件数：19件

（うち宮古島2件、八重山2件、久米島
1件）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　離島観光振興会議は５回開催した。
　各地での意見交換会は、開催希望の市町村や地域観光協会を募るなどした結果延べ19件となった。
　さらに５地域の要望に応じたアドバイザー派遣を実施し、地域観光の商品開発等に寄与することができた。
　意見交換会等を開催することにより、地域の観光振興の方向性及び課題等を直接確認することができ、県、
市町村の今後の取り組み方針について認識の共有化が図られた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　離島観光振興会議は概ね計画通り開催した。市町村意見交換会は、開催希望の市町村を募るなどした結
果2件（粟国村、渡嘉敷村）となった。意見交換会を開催することにより、地域の観光振興の方向性及び課題
等を直接確認することができ、県、市町村の今後の取り組み方針について認識の共有化が図られた。
　また、年度当初に計25市町村に対し、地域課題や事業内容等のヒアリングを行い、県と市町村との連携強
化、情報共有を図った。

事業名 活動内容

地域観光支
援事業

　離島観光の振興を図るための離島観光振興会議を、宮古
圏域、八重山圏域、久米島町で計５回開催した（6市町村）。
　また宮古・八重山・久米島地域以外での県内11地域に出向
いて意見交換会を開催し、各市町村の観光まちづくり担当課
や地域観光協会・商工会等と各地の地域観光の現状と課題
について意見を交わした。
　さらに観光まちづくりアドバイザーを、市町村や地域観光協
会等に対し５人派遣した。

活動状況 活動実績値

平成27年度実績

施策（小項目） －

主な取組 地域観光の支援

対応する
主な課題

◎離島観光の国際化や多様化する観光ニーズに対応するためには離島の地域資源を生かした個
性ある観光プログラムを多数創出していく必要がある。

取組内容

　離島観光振興会議や市町村等との意見交換会を行い、地域の観光振興の方向性及び課題等を確認し、今
後の取組みについて協議を行う。また必要に応じて沖縄県観光推進本部の下に設置した５つの幹事会にお
いて課題の解決に向けた検討及び協議を行い、県が支援すべき施策の実現及び事業の実施を図る。市町村
へ専門的な知識を持つ観光まちづくりアドバイザーを派遣し、市町村が抱える課題又は問題に対し、助言及
び指導を行う。

年度別
取組予定

担当部課 観光振興課（H28.4.1から観光整備課）

施策（中項目） 市場特性に対応した誘客活動の展開

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

市町村、地域観光協会等の主体的な観光振興の促進

市町村の観光案内所の機能強化への支援



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

4,173 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

83
7市町村
（23年度）

９市町村
(H26年度)

11市町村 － －

傾向 沖縄の現状

－ － － －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）
・各市町村及び観光協会等を対象としたアンケートやヒアリングを行い、各地域の観光施策の状況や連携体制等の課題を調
査する。

・上記調査をベースに前年度に引き続き、離島観光振興会議、市町村との個別意見交換会の開催の他、本島内の北・中・南
部広域圏においても観光振興会議を開催し、県、市町村、観光協会、関連機関・企業等との連携強化と円滑な情報交換を図
る。

・広域的な観点から地域観光の問題解決を図るため、観光まちづくりアドバイザー派遣を積極的に行うとともに、他の事業等を
紹介・活用するなどして、新たな観光資源発掘や商品企画・開発、販売促進、地域人材育成等、地域の観光まちづくりの活動
促進を図る。

－

　各地域で開催した離島観光振興会議、市町村等との意見交換会や、観光まちづくりアドバイザーの派遣等を通じ
て、地元自治体と地域観光関連事業者等との連携や、地域資源を活用した新たな観光魅力の創出といった、地域主
体の観光まちづくりに向けた気運が盛り上がりつつある。
　観光振興計画等を策定した市町村数はH23年度の19市町村に対し、H25年度は24市町村と5市町村が計画等を策
定した。H26年度も計画等を策定した市町村が４件増えた。

○内部要因
・年間を通じた入域観光客数の平準化や本県観光産業が今後とも持続的に発展していくためには、地
域が主体となって独自の自然、文化、歴史など、多様性に富んだ観光資源を活用し住む人が誇りを持
ち、旅行者が何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくりの取組を推進することが必要である。

○外部環境の変化
・地域と緊密に連携し、各地域における魅力ある観光地づくりの取組促進、支援の在り方を検討するとと
もに、広域的な観点から、各市町村の取り組みについての連携体制の強化を図り、沖縄県全体としての
魅力の向上を推進する必要がある。

・県内各地域の観光振興の方向性及び課題等の把握、今後の取組みについての協議を更に促進するためにも、離島圏域の
みならず、本島内の北・中・南部の広域圏においても同様な合同意見交換会等の取り組みを行う必要がある。

・地域の観光まちづくりを推進するうえで、市町村のみならず、広域的な取り組みを行う一部事務組合、協議会、地域観光協会
の役割は大きく、これら地域団体の新たな観光資源発掘や商品企画・開発、販売促進等の取り組みを促進することは重要で
ある。　このため、各市町村の観光協会などの実態を把握し、その課題共有と問題解決に県が率先して取り組む必要がある。

①離島観光振興会議、意見交換会の開催に加え、北中南部圏
域観光振興会議の開催を行う。また、世界遺産所在市町村と
の連携強化や情報共有を図るため、合同会議を行う。

②観光まちづくりアドバイザー派遣の周知も引き続き行い、観
光関係団体等が地域資源を活用した観光まちづくりの活動を
推進する。

①離島観光振興会議、北中南部圏域観光振興会議、市町村
との意見交換会の開催の他、県教育庁と共同で世界遺産所
在市町村（６市町村）との合同会議を行うなど、県と市町村と
の連携強化、情報共有を図った。
②観光まちづくりアドバイザー派遣の周知も引き続き行い、観
光関係団体等が地域資源を活用した観光まちづくりの活動促
進が図られた。

主な取組に対応する成果指標

離島市町村の観光振興計画策
定状況

参考データ（離島分） 離島の現状

事業名 活動内容

地域観光支
援事業

　離島観光振興会議のみならず、本島の北・中・南部の広域圏などでも合同
会議を開くなどして、市町村や地域観光協会等との意見交換会等を複数回行
い、地域の観光振興の方向性及び課題等を共有し、今後の取組みについて
広域的な連携体制の構築を目指す。
　また必要に応じて沖縄観光推進戦略会議等において課題の解決に向けた
検討及び協議を行い、県が支援すべき施策の実現及び事業の実施を図る。
　市町村への専門的な知識を持つ観光まちづくりアドバイザーをの派遣や、他
事業の利活用等のを紹介など、市町村が抱える課題又は問題に対し、よりき
め細かい助言及び指導を行う。

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画



(2)

－

274
離島振興

計画記載頁
82

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

20件
キャンペー
ン件数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

158,949 156,475 県単等

施策（中項目） 市場特性に対応した誘客活動の展開

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

事業名 活動内容

施策（小項目） 　－

主な取組
（施策名）

観光誘致対策事業

対応する
主な課題

○我が国は、少子高齢化の進行による人口減少社会へと突入し、国内観光市場の量的拡大は厳
しさを増すものと想定される。一方で、沖縄観光のリピーター率は約８割と高く、沖縄を一度も訪れ
たことのない方々も多いことから、新たな観光需要を開拓する余地は十分残されている。このた
め、年齢層や観光需要に的確に対応したきめ細かなプロモーション活動を展開していくことが重要
となっている。

取組内容
　観光客の継続的・安定的誘致を図るため、国内外からの旅行会社及び航空会社等と
連携した誘客プロモーションの展開、メディアを活用した誘客プロモーションの展開及び
沖縄観光情報の発信、観光宣伝ツールの作成などを行う。

年度別
取組予定

担当部課 文化観光スポーツ部観光振興課

観光誘致対
策事業費

 旅行会社及び航空会社等と連携した誘客プロ
モーション(イベントでのPR、広告宣伝等)の展開を
行うとともに、メディアを活用した誘客プロモーショ
ン(新聞、雑誌、TV等)の展開及び沖縄観光情報
の発信を行った。

　旅行会社及び航空会社等と連携した誘客プロモーションの展
開
　メディアを活用した誘客プロモーションの展開及び沖縄観光情
報の発信

プロモーション実施地域数：24件

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　離島については、本土からの直行便の就航、海外からのチャーター便の運航、クルー
ズ船のの寄港など、誘客促進が図られた結果、県全体として過去最高の794万人の観光
客数となった。当事業も、誘客プロモーション活動など、一定の貢献を果たしたといえる。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　空港や港湾ターミナルなどの観光にとって重要なインフラ整備が整った平成27年度においては、
これまでの国内外における官民上げてのプロモーション・誘致活動等により、国内・海外航空路線
の拡充並びクルーズ船の就航増につながり、平成27年度の入域観光客数は793万人で、３年連続
で前年度実績を上回り、国内客、海外客ともに過去最高の入域観光客数であった。
　また、平成2７年度の観光収入についても、過去最高の6,022億円となった。
　当事業も、誘客プロモーション活動など計画を上回る24件を実施し、一定の貢献を果たしたた
め、順調とした。

国内外誘客キャンペーン実施､イベント支援､観光宣伝物の作成



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

136,194 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

595.3万人
(25年度）

618.4万人
(26年度）

626.6万人
(27年度）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

○外部環境の変化
・為替変動による影響を受けやすい。
・航空会社の経営状況による提供座席数の変動など影響を受けやすい。
・他競合地の台頭による、国内市場の競争の激化。

観光誘致対
策事業費

　旅行会社及び航空会社等と連携した誘客プロモーションの展
開を行う。
　メディアを活用した誘客プロモーションの展開及び沖縄観光
情報の発信を行う。

主な取組に対応する成果指標

事業名 活動内容

平成28年度計画

参考データ（離島分） 離島の現状

入域観光客数（外国人除く）

―

平成27年度の取組改善案 反映状況

①国内においては富裕層や一人旅など、海外にお
いては女子旅などターゲットを設定したプロモー
ションを実施する。

①富裕層の誘客を図るため、シニア向けのラグ
ジュアリーな旅や大人の一人旅を訴求するプロ
モーションを実施した。

・新規需要の掘り起こしを図るため、「青い海」、「青い空」などのこれまでの沖縄の一般的なイメージに
加え、沖縄独自のコンテンツ(食・歴史・文化等)を活用したプロモーションを展開する。

旅行会社等とタイアップして厚みのある季節プロモーションを展開したことにより、平成27年度国内入域観光客数は
626.6万人で過去最高を記録した。
国内観光客については、3年連続で過去最高を記録するなど堅調に推移しているものの、平成28年度目標数値であ
る680万人に向けては、年齢層や観光需要に対応したきめ細やかなプロモーションを実施する必要がある。

・今後は、リピータの促進を図るとともに、マーケット全体の６割といわれる沖縄旅行未経験者の掘り起
こしが必要である。

○内部要因
・観光消費額の向上を強化する取り組みと更にそれらを全庁的に推進するための体制を構築する必
要がある。



（2）

－

275
離島振興

計画記載頁
82

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
14箇所
プロモーション
実施地域数 → 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

1,834,406 1,793,620
一括交付金

（ソフト）

施策（中項目） 市場特性に対応した誘客活動の展開

施策（小項目） ―

主な取組 沖縄観光国際化ビッグバン事業

　航空路線の誘致や認知度向上等のための映画やドラマ等の
誘致、映像コンテンツ制作・発信、旅行博への出展、沖縄セミ
ナー開催等を実施している

プロモーション実施地域数：30箇所

○海外からの誘客については、アジアからの観光客が増加傾向にあるが、海外における
沖縄の認知度は依然として低い状況にあることから、観光マーケティング力を強化し、ア
ジア諸国や欧米を中心に誘客ターゲットを絞り込み、効果的で戦略的なプロモーション活
動を展開することが重要である。

対応する
主な課題

活動状況 活動実績値

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

年度別
取組予定

沖縄観光国
際化ビッグ
バン事業

　重点市場（台湾、韓国、中国、香港）の旅行博に
おける15箇所計33回の沖縄観光ブースの出展、戦
略開拓・新規市場（東南アジア、北米、欧州、オー
ストラリア、ロシア）の旅行博における15箇所計25
回の沖縄観光ブースの出展等を行った。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

平成27年度実績

事業名 活動内容

「主な取組」検証票
基本施策 2－1 観光リゾート産業の振興

順調

　海外主要都市と那覇空港を結ぶ国際航空路線の拡充や、海外の旅行博覧会等におけ
る沖縄観光プロモーションに取り組んだ結果、外国人観光客数（空路）65万人（H26年）→
108万人（H27年）、外国人観光客数（海路）24万人（H26年）→42万人（H27年）へと増加し
た。八重山は台湾からチャーター便やクルーズ、宮古島はゴルフで韓国からの受入や台
湾からのクルーズを実現できた。

着手

　海外主要都市と那覇空港を結ぶ国際航空路線の拡充や、海外の旅行博覧会等におけ
る沖縄観光プロモーションに取り組んだ結果、外国人観光客数（空路）65万人（H26年）→
108万人（H27年）、外国人観光客数（海路）24万人（H26年）→42万人（H27年）へと増加し
た。八重山は台湾からチャーター便やクルーズ、宮古島はゴルフで韓国からの受入や台
湾からのクルーズを実現できた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

推進状況 平成27年度取組の効果

航空路線拡充に関する助成、知名度向上のためのプロモーション等の実施



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,949,598
一括交付金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

18.2万人
（23年度）

116.4万人
（27年度）

97万人
（28年度）

49.7万人
（ 年）

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

○外部環境の変化
・繁忙期は本島のみならず石垣島など既に外国でも人気の高い離島には多くの外国人観光客が訪れる
状況となっている。
・総体的な外国人観光客も年々増加してきている。

平成28年度計画

　平成27年度の外国人観光客数は167万人（うち空路116.4万人、海路50.7万人）となり、前年度
比69.4％の大幅増加となった。国別の内訳は、台湾50.5万人（前年度比39.5％増）、韓国33.3万
人（同73.6％増）、香港20.2万人（同46.8％増）、中国35.5万人（同173.8％増）、その他27.5万人
（同66.9％増）という状況である。
　なお、離島については中華航空による台北-石垣、大韓航空、アシアナ航空による仁川-石垣、
仁川-宮古チャーター便が運航された。

事業名 活動内容

平成27年度の取組改善案 反映状況

①離島ごとのマーケティングを行い、特に、久米島町を含
む他の15離島（伊平屋島、伊是名島、渡嘉敷島など本島
周辺離島）のプロモーションについて、取り組みを強化
し、離島観光客数を増加させる。

②新石垣空港の国際線の受入体制の整備については、
所管課（空港課）と情報共有を図り、課題解決に向けて
話し合う場を設け、連携して対応する。

・官民が協力して平成27年度に策定した離島観光マーケティング戦略を活かし、平成28年度以降は各
離島の強みや多面的な魅力を適切な地域に向けてプロモーションを実施し、県離島全体での誘客を強
化し入域観光客数の増に繋げる。
・本島周辺離島への周遊を促すため、プロモーションの手法を増やし、本島周辺離島の魅力を適した
ターゲットへ発信する。

沖縄観光国
際化ビッグ
バン事業

　離島空港のハンドリング環境整備・体制強化等支援を実施
し、空港における外国人観光客の受け入れ態勢の整備を重点
的に進めつつ、旅行博覧会への出展、沖縄観光セミナーなどに
おいて、外国人観光客向けに、離島旅行の魅力を伝えるなど離
島旅行商品のプロモーション展開、チャーター便の支援等

主な取組に対応する成果指標

外国人観光客数（空路）

参考データ（離島分） 離島の現状

―

①離島観光活性化促進事業により、離島観光マーケ
ティング戦略事業を実施し、八重山・宮古・久米島・慶良
間圏域の戦略を策定した。本島周辺離島についても平
成28年度からエリア毎にプロモーションを実施するため
の予算措置準備を進めた。

②所管課と随時調整と情報共有を行い、課題の解決に
向けた施策の調整や対応策の検討を行った。

・地元の意向も聞き取りながら、各離島の強みや多面的な魅力を効果的にプロモーションする方法を検
討する必要がある。
・繁忙期でもまだ受入に余裕のある離島へも、周遊を促すことで滞在日数を伸ばし、観光客の取りこぼ
しを回避する。

○内部要因
・観光客が持つ県内離島のイメージが海だけだと、離島同士競合してしまう恐れがある。
・八重山、宮古、久米島以外の本島周辺離島に関するプロモーションはまだ弱く、自治体独自の財源も
ほとんど無い状況である。
・離島は外国人対応可能な人材が不足しており、インバウンド対応に自信がない事業者も少なくない。



(2)

－

276
離島振興

計画記載頁
82

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
７箇所
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ実施
地域数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

109,228 107,463
一括

交付金
（ソフト）

船会社へのセールス活動や展示会出展等のプロモーション展開
を行うことと併せて、シャトルバス運行等の受入体制の強化を
図った。

プロモーション実施地域数：9地域

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

対応する
主な課題

○海外からの誘客については、アジアからの観光客が増加傾向にあるが、海外における
沖縄の認知度は依然として低い状況にあることから、観光マーケティング力を強化し、ア
ジア諸国や欧米を中心に誘客ターゲットを絞り込み、効果的で戦略的なプロモーション活
動を展開することが重要である。

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

年度別
取組予定

施策（中項目） 市場特性に対応した誘客活動の展開

施策（小項目） 　－

主な取組 クルーズ船プロモーション事業

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

事業名 活動内容

活動状況 活動実績値

クルーズ船
プロモーショ

ン事業

クルーズ船の本県への寄港促進を図るため、船社
訪問や展示会出展など一連の誘致活動を９地域
で実施した。また、乗客の満足度向上を図るため、
シャトルバス支援やクルーズ船受入団体への支援
など受入体制強化のための事業を実施した。

平成27年度実績

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

推進状況 平成27年度取組の効果

順調

船社訪問や展示会出展等の誘致活動を中国、香港、オーストラリアなど９地域で展開し、
順調に取組を推進した。平成27年における本県へのクルーズ船寄港回数は219回で対前
年比で57回、約35％増となった。海路の入域観光客数は464,400人で対前年比で170,400
人、約58％増となった。ともに前年を大幅に上回り順調に推移している。

着手

船社訪問や展示会出展等の誘致活動を中国、香港、オーストラリアなど９地域で展開し、
順調に取組を推進した。平成27年における本県へのクルーズ船寄港回数は219回で対前
年比で57回、約35％増となった。海路の入域観光客数は464,400人で対前年比で170,400
人、約58％増となった。ともに前年を大幅に上回り順調に推移している。

クルーズ寄港への助成、誘致プロモーション等の実施



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

107,944
一括交付金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

―
11.9万人
（23年度）

50.7万人
（27年度）

23万人
（28年度）

38.8万人 －

傾向 沖縄の現状

53回
62，649人
（23年）

97回
126,747人
（ 27年）

74回
90，200人
（28年）

↗
219回

340,600人
（ 27年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

○外部環境の変化
・主要なクルーズ船社が中国をはじめとした東アジアに配船を進めるなどクルーズ人口が増加してお
り、東アジアのクルーズ市場は拡大傾向にある。
・那覇港、石垣港だけでなく、平良港、中城湾港へのクルーズ船の寄港も増加している。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①寄港の分散化を図るため、那覇港、石垣港以外
の港について、インセンティブやプロモーションの強
化を図り他港への寄港を促す。
②各港の受入団体へ、受入体制整備の重要性を
周知し、整備、充実を促す。

①那覇港や石垣港以外の港のプロモーション強化
や受入体制整備に取り組んだ結果、平良港ではク
ルーズ船が12回寄港した。
②平良港や中城湾港などこれまでクルーズ船の寄
港が少なかった港において、受入体制整備にかか
る協議会や研修会が開催され、県も参画し受入体
制整備に取り組んだ。

参考データ（離島分） 離島の現状

クルーズ船寄港回数・入域乗客数
（平良港・石垣港）

・沖縄の実情に合わせた持続可能なクルーズ船受入体制構築のため、クルーズ市場の今後の需要予
測、県内各港における受け入れの現状整理と課題の抽出、クルーズ船による経済効果等を分析する調
査事業を実施し、クルーズ船誘致方針及び受入体制強化戦略を策定する。

クルーズ船
プロモーショ

ン事業

 クルーズ船の寄港促進を図るため、船社訪問や展示会出展な
どの誘致活動を実施する。また、受入体制強化に係る事業も引
き続き実施する。

主な取組に対応する成果指標

外国人観光客数
（うち海路来訪者数）

　H27年のクルーズ船寄港回数・入域乗客数(平良港・石垣港)は、それぞれ97回、126,747人とな
り、H28年度目標をすでに達成し、クルーズ船プロモーション事業が成果指標の達成に寄与して
いる。同事業の実施により、10年後の目標も達成される見込みである。

・引き続きクルーズ船寄港の分散を図るとともに、クルーズ船の寄港増にともなう各港の受入課題を明
らかにし、関係者と連携して受入体制の整備に取り組む。

○内部要因
・これまで寄港の少なかった平良港や中城湾港でもクルーズ船の寄港が増加傾向にあり、中城湾港で
はクルーズ船の受入主体である「クルーズ連絡促進協議会」が発足するなど、各港でクルーズ船受入
に関する体制強化が進んでいる。
・一方で、クルーズ船の寄港増により、バス不足やガイド不足など受入面での課題が生じている。

事業名 活動内容

平成28年度計画



(2)

―

277
離島振興

計画記載頁
82

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

8団体
支援団体数

5件
支援件数

10件 10件

県
事業者

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

336,057 331,396
一括

交付金
（ソフト）

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

離島観光活
性化促進事

業

　八重山・宮古・久米島・15離島（本島周辺離島）のパンフレッ
トを製作、下半期に雑誌への記事広告を展開したほか、県内
観光事業者や市町村が参加する広域連絡会を八重山・宮古・
久米島は各４回、15離島は３回の計15回実施し、地元との連
携を図った。

対応する
主な課題

◎沖縄県の離島地域は、美しい自然景観や独自の伝統文化等の魅力ある観光資源を有しており、観光客数
は順調に増加してきたが、近年、景気低迷や円高の影響もあって、増加率が大幅に鈍化しており、観光客をど
う取り込むかが、今後の観光振興を図る上で大きな課題となっている。

年度別
取組予定

担当部課

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

文化観光スポーツ部観光振興課

平成27年度実績

事業名 活動内容

着手

　チャーター便を利用した旅行会社への支援について、支援団体数は合計17団体となり、多くの旅行会社を通
して誘客を図ることができた。
旅行商品造成支援について、離島チャーター商品支援が12件、離島コンテンツフェアでの商談後の旅行商品
造成支援が9件、合計21件の実績に繋げた。

市場特性に対応した誘客活動の展開

施策（小項目） ―

主な取組 離島観光活性化促進事業

施策（中項目）

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

活動状況 活動実績値

推進状況 平成27年度取組の効果

　旅行会社に対してチャーター便利用の際の就航経費や広告経費のほか、旅
行商品造成の支援を実施した。また、離島コンテンツフェア等を行った。

チャーター便を利用した旅行会社への支援
17団体
商品造成支援件数　21件

順調

　チャーター便を利用した旅行会社への支援について、支援団体数は合計17団体となり、多くの旅行会社を通
して誘客を図ることができた。
旅行商品造成支援について、離島チャーター商品支援が12件、離島コンテンツフェアでの商談後の旅行商品
造成支援が9件、合計21件の実績に繋げた。

離島チャーター便の優遇制度を創設し旅行会社へ

の営業活動展開
離島観光協会にプロモーションを委託

離島旅行商品造成への支援



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

320,375
一括交付金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

82
41件

（23年）
61件

（27年）
50件

(28年)
24件

65件
（26年）

傾向 沖縄の現状

－ － － －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

○外部環境の変化
・繁忙期は本島のみならず一部の離島においても狭隘になりつつある。

平成28年度計画

　伊良部架橋供用開始後、今年度は宮古の需要が大幅に伸びた。宮古単独の他、宮古及び久
米島周遊チャーター便により、定期航空路線が一社体制である久米島への送客数の増加にも寄
与した。また、株式会社フジドリームエアラインズによるチャーター便が与那国へ初就航した。
チャーター便支援の実施により、目標値を達成している。
引き続き支援を実施することにより、目標値の維持並びに離島への連続チャーター化、定期便化
につなげていく。

事業名 活動内容

反映状況

①離島ごとのマーケティングを行い、特に、久米島
町を含む他の15離島（伊平屋島、伊是名島、渡嘉
敷島など本島周辺離島）のプロモーションについ
て、取り組みを強化し、離島観光客数を増加させ
る。
②観光事業者への商品造成支援について、離島ご
とに支援率（額）の割合に差を設けることにより、実
績が少ない離島の実績を伸ばす仕組みを構築す
る。

①八重山、宮古、久米島、慶良間の四つの圏域毎
に調査を行い、さらに地元との意見を取り入れて離
島観光マーケティング戦略を策定した。また、イン
ターネットや雑誌等を利用した各種プロモーション
を実施し、離島観光客数の増加に寄与した。
②離島旅行商品造成支援において、離島ごとに支
援率の割合に差を設定することにより、これまで実
績が少なかった、離島（慶良間諸島、久高島・津堅
島、与那国島・波照間島、粟国島）への旅行商品
が造成された。

○内部要因
・観光客が持つ県内離島のイメージが海だけだと、離島同士競合してしまう恐れがある。
・八重山、宮古、久米島以外の本島周辺離島に関するプロモーションはまだ弱く、自治体独自の財源も
ほとんど無い状況である。

・離島全体での誘客を強化し入域観光客数の増につなげるため、策定されたマーケティング戦略を踏ま
えたプロモーションを実施する。
・本島周辺離島への誘客を促すため、旅行博等への出展等、各種プロモーションを実施することで離島
の知名度の向上を図り、離島観光の推進する。

離島観光活
性化促進事
業

　引き続き離島観光客数を伸ばすため取組を継続する。「世界
水準の観光リゾート地の形成」、「離島の特色を生かした産業振
興と新たな展開」を実現するため、離島国内チャーター便の運
航、離島観光の全般的な魅力の発信、旅行会社・航空会社と連
携したキャンペーン、八重山、宮古及び久米島の観光協会が主
体となった地域プロモーション、国内向け季節プロモーションと
連携したキャンペーン等を実施し、離島への誘客を図る。

主な取組に対応する成果指標

離島チャーター便数

参考データ（離島分） 離島の現状

－

・地元の意向も聞き取りながら、各離島の強みや多面的な魅力を効果的にプロモーションする方法を検
討する必要がある。
・繁忙期でもまだ受入に余裕のある離島への、誘客を促すことで観光客獲得の機会損失を回避する。

平成27年度の取組改善案



(2)
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278
離島振興

計画記載頁
82

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
５村支援対象

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

施策（中項目） 市場特性に対応した誘客活動の展開

施策（小項目）

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

事業名 活動内容

―

　「おくなわプロジェクト推進協議会」において、５村共同
情報発信ウェブサイト及びフェイスブックページを活用し
た各村の住民を中心とした情報発信、観光シーズンや
各村のイベント等にあわせたＩメディア広告、モニターツ
アーを実施した。
　また、同協議会において、離島フェア２０１５で島の食
材を使用した「おくなわカレー」の販売、モンベルフレンド
フェア横浜、札幌わしたフェア、仙台わしたフェア、新潟
伊勢丹で多良間島のやぎ汁、南大東島のコルコル、北
大東島のじゃが麺を出展した。さらに、おくなわプロジェ
クト推進協議会関係者や地域協力隊等を対象とした
フェイスブックの管理者研修を行った。
　　県は、おくなわプロジェクト推進協議会が開催する総
会及び幹事会に参加し、物産のPR方法等について助
言を行った。

―

主な取組 沖縄離島戦略的情報発信支援事業

担当部課 企画部　地域・離島課

平成27年度実績

取組内容

　離島地域における島全体のブランド化の推進、各島の知名度アップと価値の向上及び離島地域の活性化を
図るため、県外での知名度の低い離島において、住民や外部専門家等で構成する情報発信推進チームにより
島の魅力となる資源を特定し、情報発信戦略に基づく戦略的・効果的な情報発信を行う。
　具体的には、粟国村、渡名喜村、北大東村、南大東村、多良間村の5村で設立した「おくなわプロジェクト推進
協議会」において、５村共同のＳＮＳ「おくなわフェイスブック」及び各村ごとのフェイスブック、「おくなわＷＥＢサ
イト」による情報発信を実施する。発信内容は各島の自然、特産品、伝統文化、行事、日常生活などを画像を交
えて紹介する。
　　県は、おくなわプロジェクト推進協議会が開催する総会及び幹事会に参加し、情報発信事業や研修事業等
に対し、助言等を行う。

年度別
取組予定

対応する
主な課題

○沖縄県の離島地域は、美しい自然景観や独自の伝統文化等の魅力ある観光資源を有しており、観光客数は
順調に増加してきたが、近年、景気低迷や円高の影響もあって、増加率が大幅に鈍化しており、観光客をどう
取り組むかが、今後の観光振興を図る上で大きな課題となっている。
○我が国は、少子高齢化の進行による人口減少社会へと突入し、国内観光市場の量的拡大は厳しさを増すも
のと想定される。一方で、沖縄観光のリピーター率は約８割と高く、沖縄を一度も訪れたことのない方々も多い
ことから、新たな観光需要を開拓する余地は十分残されている。このため、年齢層や観光需要に的確に対応し
たきめ細かなプロモーション活動を展開していくことが重要となっている。

着手

　フェイスブック管理者研修の実施により、有効的な魅せ方のスキルを取得しつつあること
で、おくなわウェブサイトの全体ページビュー数は133,644、フェイスブックページのいい
ね！数は34,719と、５村の知名度向上につながった。
　フェイスブックページについては、沖縄県内の他のフェイスブックページと比較しても閲覧
者数が多いこと、掲載された投稿に対し、特に沖縄県外から多くのコメントが寄せられてい
ることから、５村に関する県外での知名度向上につながっている。
　モニターツアーについては、１村１名（計５名）の募集に対し、881件の応募があった。
　県は、おくなわプロジェクト推進協議会が開催する総会及び幹事会に参加し、物産展会
場の選定や物産展PR方法等について助言を行った。

活動状況 活動実績値

　県事業としては平成24年度に終了し、平成25年度には、事業で構築
したＳＮＳ及びＷＥＢサイトの所有権及び運営等を「おくなわプロジェクト
推進協議会」に譲渡した。

モニターツアー応募者数 1,782件
おくなわ物産展　来場者数 5,000人

推進状況 平成27年度取組の効果

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　フェイスブック管理者研修の実施により、有効的な魅せ方のスキルを取得しつつあること
で、おくなわウェブサイトの全体ページビュー数は133,644、フェイスブックページのいい
ね！数は34,719と、５村の知名度向上につながった。
　フェイスブックページについては、沖縄県内の他のフェイスブックページと比較しても閲覧
者数が多いこと、掲載された投稿に対し、特に沖縄県外から多くのコメントが寄せられてい
ることから、５村に関する県外での知名度向上につながっている。
　モニターツアーについては、１村１名（計５名）の募集に対し、881件の応募があった。
　県は、おくなわプロジェクト推進協議会が開催する総会及び幹事会に参加し、物産展会
場の選定や物産展PR方法等について助言を行った。

情報発信

支援

基礎調査・シンポジウムの開催

粟国村、渡名喜村、北大東村、南大東村、多良間村の５村共
同による情報発信



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

0 ―

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

81

本島周辺
5.3％

宮古圏域
6％

八重山圏域
14.4％
（23年）

本島周辺
5.5％

宮古圏域
6.4％

八重山圏域
11％

（25年）

本島周辺
7％

宮古圏域
7％

八重山圏域
18％

本島周辺
0.2％

宮古圏域
0.4％

八重山圏域
△3.4％

本島周辺
5.5％

宮古圏域
6.4％

八重山圏域
11.0％
（25年）

傾向 沖縄の現状

3,000いい
ね(24年)

33,000いい
ね

（25年）

34,597いい
ね

（26年）
↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画

事業名 活動内容

－
　県は総会及び幹事会に参加し、「おくなわプロジェクト推進協
議会」が実施を予定しているおくなわカレーの販売やイベント出
展など、情報発信事業、研修事業への助言等を行う。

参考データ（離島分） 離島の現状

５村共同情報発信フェイスブックいい
ね数

①各村がウェブサイト及びフェイスブックページを管
理できる体制を整えるため、引き続き、フェイスブッ
ク管理者研修等を実施する。

②県は、おくなわプロジェクト推進協議会が開催す
る幹事会、本会議に参加し、おくなわプロジェクト推
進協議会の情報発信事業、研修事業等の取組へ
の助言を行う。

①各村がウェブサイト及びフェイスブックページを
管理できる体制を整えるため、フェイスブック管理
者研修等を実施したが、まだ管理するだけのスキ
ルアップができていないため、引き続き、フェイス
ブック管理者研修等を実施する。

②県は、おくなわプロジェクト推進協議会が開催す
る幹事会、本会議に参加し、おくなわプロジェクト推
進協議会の情報発信事業、研修事業等の取組へ
の助言を行った。

主な取組に対応する成果指標

国内客の離島訪問率

・平成25年度以降についても、おくなわプロジェクト推進協議会がウェブサイト及びフェイスブックページ
の管理・運営を業務委託にて実施しているが、将来的には各村において、ウェブサイト及びフェイスブッ
クページが管理できる体制を整える必要がある。

・各村がウェブサイト及びフェイスブックページを管理できる体制を整えるため、引き続き、フェイスブック
管理者研修等を実施する。
・県は、おくなわプロジェクト推進協議会が開催する幹事会、本会議に参加し、おくなわプロジェクト推進
協議会の情報発信事業、研修事業等の取組への助言を行う。

　平成24年度開設した５村のフェイスブックページについては、沖縄県内の他のフェイスブック
ページと比較しても閲覧者数が多いこと、掲載された投稿に対し、特に沖縄県外から多くのコメン
トが寄せられていることから、対象離島に関する県外での知名度向上につながっている。
　フェイスブックいいね！の数も順調に推移しており、平成28年度目標は達成見込みである。

○内部要因
・平成24年度で県事業としては終了し、「おくなわプロジェクト推進協議会」にＷＥＢに関する運営及び所
有権等については譲渡した。引き続き、同協議会の活動内容等について報告を受け、適宜フォローアッ
プを行う必要がある。

○外部環境の変化



(3)

―

280
離島振興

計画記載頁
83

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
29基
案内サイン
整備数

27基 14基 18基

県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

39,615 31,778
一括交付

金
（ソフト）

　案内サインの整備については、平成２４年度から２６年度まで
に７０基と重点的に整備を進めており、２７年度は那覇市、宮古
島市で１８基を整備した。また、沖縄特有の課題をふまえた翻訳
ルール作成を進め、多言語重点整備地域において新たに抽出
した約1000ワードの他言語表記事例の作成を行い、今後の多
言語対応に対する翻訳ルールの統一を図ることが出来た。

案内サイン整備数18基
（内、宮古島市８基）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　案内サインの整備については、平成２４年度から２６年度までに７０基と重点的に整備
を進めており、２７年度は那覇市、宮古島市で１８基を整備した。また、沖縄特有の課題
をふまえた翻訳ルール作成を進め、多言語重点整備地域において新たに抽出した約
1000ワードの他言語表記事例の作成を行い、今後の多言語対応に対する翻訳ルールの
統一を図ることが出来た。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　案内サインの整備については、平成２４年度から２６年度までに７０基と重点的に整備
を進めており、２７年度は那覇市、宮古島市で１８基を整備した。また、沖縄特有の課題
をふまえた翻訳ルール作成を進め、多言語重点整備地域において新たに抽出した約
1000ワードの他言語表記事例の作成を行い、今後の多言語対応に対する翻訳ルールの
統一を図ることが出来た。

事業名 活動内容

多言語観光
案内サイン
整備事業

　２市町村へ支援し、多言語観光案内サイン１８基
を整備、重点地域における観光施設、地名や注意
喚起など約１０００ワードについて多言語翻訳統一
を行った。

活動状況 活動実績値

平成27年度実績

施策（小項目）

主な取組 多言語観光案内サイン整備事業

対応する
主な課題

〇外国人観光客の利便性向上を図るため、周辺案内サイン、誘導案内サイン等につい
て多言語表記による観光案内サインの整備を行う。

取組内容
　沖縄全域主要観光施設等を対象とし、外国人を含む観光客の利便性向上・観光客の
周遊促進による観光消費の拡大を図るため、多言語観光案内サインの統一的な整備を
行う市町村に対し補助を行う。

年度別
取組予定

担当部課 文化観光スポーツ部　観光整備課

施策（中項目） 観光客の受入体制の整備

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

多言語化した周辺案内、誘
導案内標識の整備

H26以降に再度調査事業等を行い整備の必
要な箇所を検討



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

43,247
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

－
71.7％
（23年）

72.3％
（26年）

85%
（28年）

0.6
（ 年）

傾向 沖縄の現状

（  年） （  年） （  年） （ 年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）
・引き続き関係会議等をとおして、これまで認識の薄かった市町村へ外国人観光客が急増している現
状説明と、平成２６年度事業で設定した重点地域優先化整備による、早期の効果発現性を周知するこ
とで整備促進に繋げる。
・多言語表記の統一に向けた有識者等により作成した統一ルールについて、市町村や観光事業者へ
の周知に取り組み、言語表記事例集対象エリアを増加、新たな翻訳ワード数を増やし、多言語対応作
業の負荷軽減を図る。

・急激に増加する外国人多言語表記の統一に向けた有識者等による委員会、検討部会を開催
し、沖縄県特有の課題を踏まえた多言語翻訳ルールを検討し、重点整備地域のおける地名等
に関する多言語表記事例集を作成した。
・2市への多言語サイン整備支援を行ったことで、多言語案内サインの普及が促進し、外国人観
光客の利用しやすい環境づくりに寄与している。

○内部要因

○外部環境の変化
・急激に増加する外国人観光客への対応として、多言語整備重点地域の設定や多言語表記ルールの
統一ルールを作成したところであるが、市町村及び観光関連事業者に対し、その活用と既存サインの
修正及び改善について認識向上が課題。
・レンタカー等の利用により外国人観光客の行動範囲広がり、全県的に多言語案内サイン整備を進め
る必要があり、これまで訪れる事の少なかった市町村の多言語化対応への認識向上が課題。

・平成26年度より多言語案内サイン重点整備箇所の設定と沖縄県特有の翻訳の統一ルール作りに取
り組み、他言語表記事例集を作成している。その成果を各市町村へ共有し、整備必要性の説明と技術
的難易度から来る整備への抵抗を軽減する必要がある。

①引き続き関係会議等をとおして、これまで認識の
薄かった市町村へ外国人観光客が急増している現
状説明と、平成２６年度事業で設定した重点地域
優先化整備による、早期の効果発現性を周知する
ことで整備促進に繋げる。

②多言語表記の統一に向けた有識者等により沖
縄県特有の言葉について作成した統一ルールに
ついて、市町村や観光事業者への周知に取り組
み、言語表記事例集対象エリアを増加させること
で、多言語対応作業の負荷軽減を図る。

①これまで外国人観光客が訪れることが少なく多
言語化対応の認識が薄かった市町村への現状説
明及び、整備必要箇所の再検証を行った。また、
翻訳表記の統一を行う調査事業の効果向上のた
め、市町村との意見交換により協力体制構築に取
り組んだ。

②さらに、多言語表記の統一に向けた有識者等に
よる委員会、検討部会を開催し、沖縄県特有の課
題を踏まえた多言語翻訳ルールを検討するととも
に、重点整備地域のおける地名、注意喚起案内な
どを新たに抽出した約1000ワードに関して多言語
表記事例集を作成した。

主な取組に対応する成果指標

外国人観光客の満足度（案内
表記）

参考データ（離島分） 離島の現状

事業名 活動内容

多言語観光
案内サイン
整備事業

　本年度整備要望のある２市への整備支援、整備対象箇所の
翻訳統一化、多言語案内サインの整備ガイドラインの策定を行
う。

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画



(3)

－
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離島振興

計画記載頁
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
5件
NPO法人補
助件数

7回
観光バリア
フリーセミ
ナー開催数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

38,277 37,935
一括

交付金
（ソフト）

　県内観光関連事業者等を対象とした観光バリアフリーセミ
ナーを9回で開催し、180名参加した。
　また、県内外での展示会へ3回出展するとともに、観光バリア
フリーポータルサイトを開設し、観光バリアフリー情報の発信を
行った。

観光バリアフリーセミナー9回
展示会への出展3回

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　NPO法人補助件数は0件であったが、観光バリアフリーセミナーはNPO法人が主体と
なって実施しており、その開催数は計画値を上回っていることから、観光バリアフリーに
対する意識啓発及びノウハウの共有、ひいては県内のさらなる受入体制の整備が図ら
れた。
　また、県内外での展示会への出展や、WEBによる観光バリアフリー情報の発信による
プロモーションにより、県内外への認知度の向上を図った。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　NPO法人補助件数は0件であったが、観光バリアフリーセミナーはNPO法人が主体と
なって実施しており、その開催数は計画値を上回っていることから、観光バリアフリーに
対する意識啓発及びノウハウの共有、ひいては県内のさらなる受入体制の整備が図ら
れた。
　また、県内外での展示会への出展や、WEBによる観光バリアフリー情報の発信による
プロモーションにより、県内外への認知度の向上を図った。

事業名 活動内容

誰もが生き
生き観光ま
ちづくり事業

　県内観光関連事業者等を対象とした観光バリア
フリーセミナーを9回で開催し、180名参加した。
　また、県内外での展示会へ3回出展するととも
に、観光バリアフリーポータルサイトを開設し、観
光バリアフリー情報の発信を行った。

活動状況 活動実績値

平成27年度実績

施策（小項目） 　－

主な取組 観光産業におけるバリアフリー化の促進

対応する
主な課題

○中高年や外国人観光客の増大に対応するため、公共施設や観光拠点施設のバリアフ
リー化・ユニバーサルデザイン化など人に優しい安全・安心・快適な観光地づくりに取り
組む必要がある。

取組内容

　沖縄の観光産業の高付加価値化を図るため、観光関連事業者向けのバリアフリーに
おける接遇スキルアップセミナー等を開催することにより、観光バリアフリーに対する意
識啓発を図るとともに、障害者等の観光客の受入れを行っているNPO団体等を支援す
る。

年度別
取組予定

担当部課 文化観光スポーツ部　観光整備課

施策（中項目） 観光客の受入体制の整備

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

観光関連事業者に対するバリアフリーセミナーの実施

県内外でのプロモーションの実施

観光バリアフリーツアーをコーディネートするNPO法人への補



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

14,890
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

- - - - - -

傾向 沖縄の現状

10,785人
（25年度）

13,736人
（26年度）

15,559人
（27年度）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・観光バリアフリーセミナーについては、夏場の観光シーズンに対応できるようなセミナー（海やビーチ
での対応方法等）を開催し、観光バリアフリーに対する意識啓発及びノウハウの共有を図る。
・県内外への認知度の向上を図るため、展示会への出展やWEBによる情報発信により、さらなるプロ
モーションを行う。

しょうがい者・こうれい者観光案内所
利用者数

　観光客のニーズの多様化に伴って、高齢者、障害者の旅行意欲は高い傾向にあることから、
しょうがい者・こうれい者観光案内所の利用者数は前年度に比べ大幅に増え、利用状況は順調
に伸びていることから、県外への認知度の向上に寄与した。

○内部要因
・本県は、平成19年2月に日本で初めて「観光バリアフリー宣言」を行い、同年11月に、空港内に日本
初の高齢者・障害者向けの観光案内所（前述のしょうがい者・こうれい者観光案内所）を設置したとこ
ろであるが、本県の取組は、県内外に認知が行き届いていない状況にある。

○外部環境の変化
・高齢化社会の到来により、沖縄県を訪れる観光客も比例的にシニア層の観光客の来訪の頻度が高
まることが予想されるとともに、さらに、高齢者、障害者の旅行意欲も高い傾向にある。

・現在、観光バリアフリーセミナーについては、12月以降の冬場の開催となっているが、年間を通して
の受入体制の整備ができるように、セミナーの開催時期を見直す必要がある。

①これまでは、観光事業者全般を対象としたセミ
ナーを実施していたが、各業種毎に応じたきめ細
かい受入体制の整備を図るため、業種別のセミ
ナーを実施するとともに、バリアフリー化の整備を
検討している観光事業者に対し、観光バリアフリー
アドバイザーを派遣し助言及び指導を行うことで、
観光バリアフリーに対する意識啓発及びノウハウ
の共有を図る。

①業種別のセミナーを9回開催するとともに、観光
バリアフリーアドバイザーを20回派遣したことで、
観光バリアフリーに対する意識啓発及びノウハウ
の共有が図られた。

主な取組に対応する成果指標

-

参考データ（県全体） 沖縄の現状

事業名 活動内容

誰もが生き
生き観光ま
ちづくり事業

　NPO法人等を活用したアドバイザー派遣やセミナーの開催等
により、沖縄県を訪れる高齢者、障害者の観光客が、沖縄を楽
しめるような受入体制の整備を図る。

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画



(3)

―
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離島振興

計画記載頁
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
岸壁・防波堤・
泊地浚渫等

→
国

石垣市

Ｈ２９
漲水地区
供用開始
（Ⅰ期）

国
宮古島市

岸壁整備
ふ頭用地
防波堤

岸壁整備 岸壁整備

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

国直轄 国直轄 ―

国直轄 国直轄 ―

3,219,493
(1,497,493)

1,599,927
(1,497,493)

各省
計上

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

施策（中項目） 観光客の受け入れ体制の整備

施策（小項目） ―

主な取組 圏域の拠点港湾の整備

担当部課 土木建築部港湾課

事業名 活動内容

平成27年度実績

取組内容

年度別
取組予定

　石垣港、平良港、本部港において、クルーズ船誘致に向け大型クルーズ船に対応する
岸壁や旅客ターミナルビルの整備、岸壁整備、ふ頭用地、防波堤の整備を行い、安全性・
快適性・利便性の確保に努める。

対応する
主な課題

◎海の玄関口である港湾については、平良港、石垣港では、大型クルーズ船に対応した
岸壁やターミナル整備等を進める必要がある。

石垣港港湾
改修事業

　国直轄において、大型旅客船ターミナル整備事
業を実施した。

　国直轄において、国際クルーズ船が寄港可能な
耐震強化岸壁整備、ふ頭用地、臨港道路、緑地等
の整備を実施した。

平成27年度取組の効果

順調

　石垣港及び平良港においては、　国により計画どおり事業を進めている。
　本部港においてはふ頭用地、臨港道路や緑地の整備を完了し、水深7．5m岸壁及び沖
防波堤の整備を進めている。
　これらの状況を踏まえ、順調と判定した。

推進状況

　ふ頭用地（13千㎡）、臨港道路（230m）、緑地（10
千㎡）の整備を完了した。
　水深7.5m岸壁及び沖防波堤の整備を進めた。

着手
大型クルーズ船に対応可能な岸壁を整備し、クルーズ船寄港回数の増加を図るとともに、
大規模な地震が発生した場合には、海上からの緊急輸送物資の輸送による災害支援・救
助活動を円滑に行うことが出来る。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

平良港湾改
修事業

本部港港湾
改修事業

活動状況 活動実績値

岸壁・防波堤・泊地浚渫等 整備中

・大型旅客船ターミナル整備（H29暫定供用）
・国際貨物岸壁整備

耐震強化岸壁整備 H25供用開始

岸壁 H27年度 供用開始

耐震強化岸壁整備



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

国直轄 ―

国直轄 ―

3,752,566
(1,619,566)

各省
計上

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

34
53回

（23年）
76回

（26年）
74回 13回 ―

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

○外部環境の変化
・県としては、引き続き、国、石垣市及び宮古島市に対し、事業の早期整備等の要望を行うなど事業の
促進を図る。

・国、石垣市及び宮古島市に対し、外国船籍の大型クルーズ船に対応した早期岸壁整備、CIQ施設等、
受け入れ体制の強化を要望していく。
・本部港において工事を行う際は、環境に配慮するとともに、港湾及び海域利用者の理解と協力を得な
がら整備を推進する必要がある。

・県としては、引き続き、国、石垣市及び宮古島市に対し、事業の早期整備等の要望を行うなど事業の
促進を図る。

・本部港において工事を行う際は、環境に配慮し、港湾及び海域利用者に対し説明会を開催するなど、
工事への理解を得ながら整備を推進する。

石垣港港湾
改修事業

　国直轄において、引き続き大型旅客船ターミナルの整備を行
う。

宮古、八重山圏域におけるク
ルーズ船寄港回数

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画

事業名 活動内容

主な取組に対応する成果指標

　近年、外国船籍のクルーズ船が大型化しており、それに対応したバース整備が急務となってい
る。本部港においても、大型クルーズ船寄港回数の増加に向けた国際クルーズ船が寄港可能な
耐震岸壁整備事業の早期供用に向け取り組むことで、観光客の増加、経済波及効果が期待でき
る。
　目標値の達成については、年々寄港回数が増加しており、外国船会社の事前視察も多いこと
から達成可能と考える。

○内部要因
・本部港は伊江島、鹿児島への定期航路があるため、事業を執行するにあたって船会社および利用者
の安全性、利便性に配慮しながら整備を推進する必要がある。
・環境及び海域利用者に配慮しなければならないため、事業期間に制限がある。

参考データ（離島分） 離島の現状

―

平良港港湾
改修事業

①県としては、引き続き、国、石垣市及び宮古島市
に対し、事業の早期整備や必要予算の確保等の要
望を行うなど事業の促進を図る。

②工事を行う際は、環境に配慮し、港湾及び海域
利用者に対し説明会を開催するなど、工事への理
解を得ながら整備を推進する。

①国、石垣市及び宮古島市に対し、事業の早期整
備等の要望を行うなど事業の促進を図った。

②工事の際は、港湾及び海域利用者へ工事内容
の周知を行うとともに、環境に配慮した施工を行っ
た。

　引き続き本部地区おいては、耐震岸壁と併設する水深7.5m岸
壁（延長L=240m）及び沖防波堤（延長L=240m）等を整備する。
　瀬底地区においては、船揚場、防波堤等を整備する。

　国直轄において、引き続き国際クルーズ船が寄港可能な耐震
強化岸壁整備、ふ頭用地、臨港道路、緑地等の整備を行う

本部港港湾
改修事業等



(3)

―

283
離島振興

計画記載頁
83

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ―
一括

交付金
（ハード）

年度別
取組予定

施策（中項目） 観光客の受入体制の整備

施策（小項目） ―

主な取組 観光周遊自転車ネットワークの形成

対応する
主な課題

◎離島地域は、島々で異なる個性豊かな自然環境、文化、歴史的遺産等を有しており、こうした離
島の多様性は観光資源として大きな魅力となっている。世界水準の観光地としてふさわしい街とす
るため、花と緑あふれる道路空間や観光客が歩いて楽しめる歩道の整備、分かりやすい案内表示
の充実、狭小性を逆手に利用した自転車による観光周遊等も求められている。

取組内容
　自転車道利用環境の整備による観光周遊自転車ネットワークを形成し、これまでのレ
ンタカー観光から、自転車の利用促進も含めた多様な交通環境への転換を図り、観光ま
ちづくりに取り組む。

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

担当部課 土木建築部道路管理課

事業名 活動内容

公共交通安
全事業

―

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

― ―

大幅遅れ

推進状況 平成27年度取組の効果

着手予定

　石垣市等の関係市町村において整備計画策定後、計画地区内の県管理道路について
県が整備を行う。供用後は、自転車道利用環境の整備による観光周遊自転車ネットワー
クを形成し、これまでのレンタカー観光から自転車への転換等、多様な交通手段による
観光が可能となる。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

　公共交通安全事業の自転車歩行者道事業において整備を行った。（計画2.0ｋｍ、実績
0.6ｋｍ）推進状況としては、用地取得の難航により大幅遅れとなっている。
　国道449号等の自転車歩行者道の整備によって、通行空間が確保されたことで、歩道
利用者（歩行者、自転車）の安全性の向上が図られた。

市町村による自転車走行ネットワーク計画策定 県事業箇所選定



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

―
一括

交付金
（ハード）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年）

傾向 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年） （ 年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成27年度計画

・県道管理者として、県道の幅員構成等の情報を提供するなど、市町村の自転車走行空間に関する計
画策定を支援する。

平成27年度の取組改善案 反映状況

－ －

　市町村の計画策定後に県道分について取り組むが、市町村の計画が未策定である。

主な取組に対応する成果指標

○内部要因

○外部環境の変化
・自転車走行空間は、県道のみでなく国道・市町村道とのネットワークとして形成されるものである。
・市町村が地域全体として自転車走行空間を検討し整備計画の策定を行うが、県道の自転車走行位
置の明示は、整備計画に位置づけられた県道に関して実施するものであることから、市町村の整備計
画策定を待つ必要がある。

なし

参考データ（離島分） 離島の現状

事業名 活動内容

・市町村の計画策定は、市町村道のみならず国道・県道等も含めてネットワークとして策定する必要が
あることから、市町村からの要望に応じ県としても計画策定に協力していく必要がある。

公共交通安
全事業

―



(3)

―

284
離島振興

計画記載頁
83

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

1.5km
歩道の整備
延長

1.5km 1.5km 1.5km 1.5km

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

122,772
（57,577）

117,265
（61,257）

一括
交付金

（ハード）

年度別
取組予定

―

主な取組 歩行空間の整備

施策（小項目）

施策（中項目） 観光客の受入体制の整備

対応する
主な課題

◎離島地域は、島々で異なる個性豊かな自然環境、文化、歴史的遺産等を有しており、こうした
離島の多様性は観光資源として大きな魅力となっている。世界水準の観光地としてふさわしい街
とするため、花と緑あふれる道路空間や観光客が歩いて楽しめる歩道の整備、分かりやすい案
内表示の充実、狭小性を逆手に利用した自転車による観光周遊等も求められている。

取組内容
　高齢者や障がい者など誰もが安心して快適に暮らせる生活環境を確保し、移動の円滑
化や歩いて楽しい街づくりを推進するため、歩道未整備箇所や狭隘箇所、通学路等にお
いて歩道の設置を行う。

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 交通基盤の整備と交通ネットワークの充実強化

担当部課 土木建築部道路管理課

事業名 活動内容

公共交通
安全事業

平成27年度実績

　歩道未整備箇所や狭隘箇所、通学路等におけ
る歩道設置。

活動実績値

着手 　歩道新設及び拡幅により、安全・安心に暮らせる環境づくりにつながった。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　国道４４９号（名護市屋部地内）や県道３７号線（うるま市与那城地内）等、歩道未整備
箇所や狭隘箇所、通学路等において歩道を計画値1.5kmに対し2.6km設置した。
　歩道新設および拡幅により、歩行者が安心・安全に暮らせる環境づくりにつながった。

　国道390号（宮古管内）、長山港佐良浜港線等において、歩道
を整備した。

歩道設置延長0.4ｋｍ
（宮古島；0.4km）

活動状況

推進状況 平成27年度取組の効果

歩道の設置



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

116,200
（0）

一括交付
金

（ハード）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年）

傾向 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年） （ 年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

主な取組に対応する成果指標

平成28年度計画

事業名 活動内容

公共交通
安全事業

①歩道の役割について住民の理解を得ることが重
要であり、関係市町村の協力も得ながら、沿道地
権者に対する十分な説明や情報提供を行い、用地
交渉を進める。

①用地交渉を継続的に行う事で、用地補償を滞り
なく実施できており、歩道の整備を円滑に推進で
きている。

　引き続き国道390号等の歩道未整備箇所や狭隘箇所等にお
ける歩道の整備を行う。

平成27年度の取組改善案 反映状況

・歩道の役割について住民の理解を得ることが重要であり、関係市町村の協力も得ながら、沿道地権
者に対する十分な説明や情報提供を行い、用地交渉を進める。

なし

参考データ（離島分） 離島の現状

　歩道を設置することにより、狭隘な通学路や歩道のない生活道路等、交通弱者である高齢者
や子供など歩行者が安全かつ安心して快適に移動できる箇所を優先に整備を進めている。

○内部要因

○外部環境の変化
歩道の整備には沿道地権者の協力が必要不可欠であるが、補償内容について地権者の理解が得に
くいという問題がある。

・事業の必要性や補償費の妥当性について時間を懸けて根気強く説明し、地権者の意見も聞くことで
理解を得ることが必要である。
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285
離島振興

計画記載頁
83

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

県、市町村
ﾀｰﾐﾅﾙ㈱

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

11,950
(11,950)

11,950
(11,950)

県単等

0
（75,130)

0
(0)

県単等

74,329
（0)

0
(0)

一括交付金
（ソフト）

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

事業名 活動内容

施策（中項目）

平成27年度実績

主な取組

対応する
主な課題

観光客の受入体制の整備

施策（小項目）

年度別計画

担当部課 土木建築部 空港課

　国際便運航の促進、空港利用者の利便性や快適性の向上を図るため、新石垣空港や
宮古圏域の空港において、国際線旅客ターミナルビルやCIQ施設を整備する。

取組内容

宮古及び八重山圏域における離島拠点空港の国際線
受入体制の整備

○アジアの経済成長と活力を取り込む橋頭堡を築き、我が国及びアジア・太平洋地域の発展と連
動した21世紀の「万国津梁」を実現するため、交流の玄関口となる空港・港湾の機能強化、陸上交
通のアクセス性、周遊性の向上など国際的な交通・物流の拠点となるインフラの重点的な整備が
必要である。

推進状況 平成27年度取組の効果

　宮古空港国際線旅客施設の新設整備実施に向けて、
基本設計が完了し、施設配置計画・施設規模が概定し
た。

活動実績値

県単離島空
港整備事業

費

　新石垣空港国際線旅客施設の増改築に向けて、事業
主体及び事業手法等のスキームについて関係機関と
調整を行った。平成27年度末に実施設計を発注した。

南ぬ島国際
観光戦略拠
点整備事業

新石垣空港
国際線旅客
強化事業

－ －

活動状況

　新石垣空港国際線旅客施設の増改築に向けて、事業
主体及び事業手法等のスキームについて関係機関と
調整を行った。平成27年度末に実施設計を発注した。

　新石垣空港国際線旅客施設の増改築に向けて、事業スキームや施設規模等について、関係機
関との調整に時間を要し、実施設計の発注までとなったため、やや遅れが生じた。
　また、宮古空港国際線旅客施設の整備については、基本設計が完了し、施設配置計画・施設規
模が概定したが、下地島空港において、利活用候補事業の提案者より、国際線旅客施設等を整備
する事業計画が提出されたことを受け、宮古圏域における2つの空港の役割分担を改めて検討す
る必要が生じたため、やや遅れが生じた。

着手

　新石垣空港国際線旅客施設の増改築に向けて、事業スキームや施設規模等について、関係機
関との調整に時間を要し、実施設計の発注までとなったため、やや遅れが生じた。
　また、宮古空港国際線旅客施設の整備については、基本設計が完了し、施設配置計画・施設規
模が概定したが、下地島空港において、利活用候補事業の提案者より、国際線旅客施設等を整備
する事業計画が提出されたことを受け、宮古圏域における2つの空港の役割分担を改めて検討す
る必要が生じたため、やや遅れが生じた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

やや遅れ

新石垣空港

国際線旅客施設整備

宮古圏域における拠点空港の

国際線旅客施設整備（調査､設計､工事）

エプロン拡張



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

0 県単等

931,461
(74,329)

一括交付金
（ソフト）

520,156 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

- - - - -

傾向 沖縄の現状

1.5万人
（25年度）

1.8万人
（26年度）

1.6万人
（27年度）

→ -

0.16万人
（25年度）

0.19万人
（26年度）

　0.3万人
（27年度）

↗ -

383万人
（25年度）

407万人
（26年度）

406万人
（27年度）

→ -

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

事業名

平成28年度計画

①新石垣空港においては、沖縄県、石垣空港ターミナル
（株）、石垣市からなる「新石垣空港国際線旅客施設増
改築基本設計調整会議」で早期に国際線旅客施設の施
設規模等を確定させ、供用に向け、実施設計を行う。
②宮古空港においては、引き続き関係機関構成される
横断的な連絡会議を通して、事業スキーム等の合意形
成を図り、実施設計を行う。

-

　宮古圏域における2つの空港の役割分担を踏まえつつ、国際線旅客
施設の整備先について、引き続き検討を行う。

平成27年度の取組改善案 反映状況

活動内容

　新石垣空港において国際線旅客施設の増改築工事を実施する。

　新石垣空港において国際線旅客施設の増改築工事を実施する。

新石垣空港
国際線旅客
施設強化事

業

主な取組に対応する成果指標

南ぬ島国際
観光戦略拠
点整備事業

県単離島空
港整備事業

費

①平成27年度は、新石垣空港国際線旅客施設増改築
に係る基本設計を実施し、実施設計を発注した。

②宮古圏域における2つの空港の役割分担を改めて検
討する必要が生じたため、事業スキーム等の合意形成
作業は未着手の状況となっている。

・新石垣空港においては、国際線旅客ターミナルの早期供用に向けて工程管理を綿密に行う。
・宮古空港においては、宮古圏域における2つの空港の役割分担について、早期に関係機関との調整を図り、国
際線旅客施設の整備先を決定する。

○内部要因
・宮古空港においては、宮古圏域における2空港の役割分担について検討する必要が生じたため、関係機関と調
整が必要である。

○外部環境の変化
・観光プロモーション等により、今後も国際線旅客数の増加が見込まれる。

参考データ（離島分） 離島の現状

　訪日旅行需要の高まりを受けて、観光客数は増加傾向であるが、国内観光地との競合、那覇空港への
国際路線拡充及びクルーズ船の寄港回数等の影響が考えられ、平成27年度の新石垣空港の国際線の
年間旅客者数は、1.6万人と基準値から1.6万人の減となっている.
　宮古空港の国際線の年間旅客者数は、季節運航期間拡大等の影響により、平成27年度は、平成26年
度より増加している。
　H28目標値の達成に向けて、新石垣空港の国際線ターミナルビルの拡張整備に取り組む。

離島空港の年間旅客者数

・新石垣空港においては、国際線旅客ターミナルの増改築工事を早期に着工し、旅客の利便性向上を図る必要
がある。
・宮古空港においては、宮古圏域における2つの空港の役割分担について、早期に関係機関との調整を図り、国
際線旅客施設の整備先を決定する必要がある。

宮古空港の年間旅客者数（国際線）

新石垣空港の年間旅客数(国際線）
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県、国

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

19,440 0 県単等

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

大幅遅れ

　就航予定会社の航空機事故により、予定していた環境影響評価補正の一部調査が実
施できないことや、設置許可申請に向けては引き続き国との協議継続する必要があるこ
とから、大幅遅れとなった。
　伊平屋空港を整備することにより、那覇市等の中心都市へ概ね1時間以内の移動が確
保でき、伊平屋村や伊是名村における生活利便性向上が見込まれる。

　　伊平屋空港を整備することにより、那覇市等の中心都市へ概ね1時間以内の移動が
確保でき、伊平屋村や伊是名村における生活利便性が向上すると見込まれる。

活動状況 活動実績値

－ －

基本設計に基づいて、環境影響評価の補正を
行った。

県単離島空
港整備事業

費

航空交通

主な取組

対応する
主な課題

伊平屋空港の整備

事業名 活動内容

○伊平屋島・伊是名島及び粟国島については、離島住民が圏域中心都市へ移動するの
に時間がかかることから、伊平屋空港建設や粟国空港滑走路延長整備が強く求められ
ている。

平成27年度実績

取組内容
　伊是名・伊平屋地域における生活利便性の向上、特色を生かした産業の振興、持続可
能な離島地域社会の実現を図るため、空港整備に取り組む。

年度別
取組予定

担当部課 土木建築部　空港課

「主な取組」検証票
基本施策 1-4 交通基盤の整備と交通ネットワークの充実強化

施策（中項目）

施策（小項目）

設置許可申請～空港整備調査、設計



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

20,000 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― －

傾向 沖縄の現状

383万人
（25年度）

407万人
（26年度）

407万人
（27年度）

↗ －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・就航予定会社の航空機事故により、予定していた環境影響評価補正の一部調査が実施できないこと
から、運航再開後に調査を実施し、早期に環境影響評価の補正を終了させるともに、国と引き続き協
議を進め、設置許可申請を行う必要がある。

 ・就航予定会社の航空機事故により、予定していた環境影響評価補正の一部調査が実施できないこ
とから、運航再開後に調査を実施し、早期に環境影響評価の補正を終了させるともに、国と引き続き協
議を進め、設置許可申請を行っていく。

○外部環境の変化

○内部要因
　伊平屋空港の整備により、航空機は伊平屋村及び伊是名村における離島住民の重要な交通手段と
なり、また両村における観光や地域振興、定住化促進、住民の利便性向上等に繋がるため、需要喚
起の促進に向けて両村及び関係機関との連携が必要である。

離島空港の年間旅客者数

参考データ（離島分） 離島の現状

県単離島空
港整備事業

費

八重山圏域に新石垣空港が開港したことで離島空港全体の旅客数は増加しているものの、平
成27年度の離島空港の年間旅客数は、平成26年度と比較してほぼ横ばいで推移している。
　空港は、県民の重要な移動手段であり、今後、伊平屋空港が整備されれば、離島空港の年間
旅客者数増加に寄与する。

事業名 活動内容

①
　環境影響評価書に対する県知事意見を踏まえ、
環境影響評価書の補正に取り組んだ。また、設置
許可申請に向けて、引き続き国と協議を行った。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①
　平成28年度に空港整備事業に着手できるよう、
環境影響評価書に基づく県知事意見による国、県
又は関係する市町村が実施する環境保全に関す
る施策との整合性を図り、環境影響評価の補正を
実施するとともに、国に対し設置許可申請を行う。

主な取組に対応する成果指標

　就航予定会社の運航再開の把握に努め、一部未実施となっ
ている環境影響評価補正の作業を進めるとともに、設置許可
申請に向けて、国との協議継続を進めていく。

―

平成27年度計画



(3)
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

182,300
(182,300)

152,165
(152,165)

内閣府
計上

12,752
(9,000)

12,752
(9,000)

県単等

「主な取組」検証票
基本施策

粟国空港の整備

○伊平屋島、伊是名島及び粟国島では、住民が本島拠点都市等へ移動する際に時間
がかかることから、新空港建設や滑走路延長整備が強く求められている。また、新石垣
空港など圏域の拠点となる空港については、外国人観光客の増大に対応できるよう受入
体制を強化することが課題となっている。

施策（中項目）

施策（小項目）

観光客の受入体制の整備

活動内容

平成27年度実績

2-1 観光リゾート産業の振興

取組内容

年度別
取組予定

　粟国地域における生活利便性の向上、特色を生かした産業の振興、持続可能な離島
地域社会の実現を図るため、空港整備に取り組む。

主な取組

対応する
主な課題

活動実績値

粟国空港において、場周柵の更新整備（約
1900m)を行った。

担当部課 土木建築部　空港課

事業名

県単離島空
港整備事業

公共離島空
港整備事業

費等

活動状況

推進状況 平成27年度取組の効果

- -

　場周柵の更新整備(約1900m）を行ったことで、空港施設の適正な管理運営や航空機の
安全運航に寄与した。

着手

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　場周柵の更新整備(約1900m）を行ったことで、空港施設の適正な管理運営や航空機の
安全運航に寄与した。

空港整備（滑走路、場周柵の維持補修等）調査、設計



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

187,300
(187,300)

内閣府
計上

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

1.1万人
（25年度）

1.2万人
（26年度）

0.4万人
（27年度）

－

383万人
（25年度）

407万人
（26年度）

406万人
（27年度）

―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

事業名 活動内容

平成28年度計画

　航空機の安全航行の確保並びに空港施設の適正な管理運
営を図るため、平成29年度の実施に向けてエプロン改良整備
の検討を進めていく。

平成27年度の取組改善案

離島空港の年間旅客者数

―

主な取組に対応する成果指標

公共離島空
港整備事業

費

反映状況

①施設の重要度や更新時期を踏まえた施設整備
計画の見直しも含め、効率的な施設更新に取り組
んでいく。

②離島における交通手段は、船舶のほか、航空機
が重要な交通手段であることから、空港の適正な
施設管理が航空機の安全な運航に繋がるため、
更新を迎えた施設の効率的に更新整備に取り組
んでいく。

①過年度の滑走路の更新整備に引き続き、場周
柵の更新整備と計画的に施設の更新を行ってい
る。

②更新を向かえた場周柵の整備を行ったことで、
空港の適正な管理に繋がり、航空機の安全な運
航に寄与している。

粟国空港の年間旅客数

参考データ（離島分） 離島の現状

・離島における交通手段は、船舶のほか、航空機が重要な交通手段であることから、空港の適正な施
設管理が航空機の安全な運航に繋がるため、更新を迎えた施設の重要度等も考慮し、整備を進めて
行く必要がある。

・離島における交通手段は、船舶のほか、航空機が重要な移動手段となることから、空港の適正な施
設管理が航空機の安全な運航に繋がるため、更新を迎えた施設の計画的な整備に取り組んでいく。

  　八重山圏域に新石垣空港が開港したことで離島空港全体の旅客数は増加しているものの、
平成27年度の離島空港の年間旅客数は、平成26年度と比較してほぼ横ばいで推移している。
　また、平成27年度の粟国空港の年間旅客数は、航空機事故に伴う運休の影響により、平成26
年度より0.8万人減少となった。
　空港は、県民の移動手段であることから、航空機の安全な運航に繋がるよう空港施設の適正
な維持管理・更新整備を行うことで、離島空港の年間旅客者数増加に寄与する。

○内部要因
・粟国空港の場周柵等の施設において、経年変化により更新を迎えた施設が多数あることから、毎年
の限られた予算の中で、効率的な施設の更新に取り組まなければならない。
・離島における交通手段は、船舶のほか、航空機が重要な交通手段であることから、空港の適正な施
設管理が航空機の安全な運航に繋がるため、更新を迎えた施設の効率的な更新整備に取り組まなけ
ればならない。

○外部環境の変化



担当班 担当者名 内線IP

(3)
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

１空港 １空港 １空港

→
県

市町村
民間

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

－ － ―

　沖縄の空港展開催を通して、県民の生活に欠か
すことのできない空港の役割、空港施設の整備状
況や新就航機材の模型等を展示紹介し、空港の
積極的な活用に繋げる広報活動を実施した。
 その他、県及び市町村において、離島観光誘客
や離島路線の新規開設等の取組により、国内外
から沖縄県の認知度が増していることから、これら
の取組状況を把握し、空港利用促進に繋がる新
石垣空港や宮古空港における国際線旅客施設の
整備を推進した。

平成27年度実績

年度別
取組予定

活動内容

課長名

-

活動状況 活動実績値

基本施策

施策（中項目）

取組内容

施策（小項目）

　沖縄の空港展開催を通して、県民の生活に欠かすことのできない空港の役割、空港施設の整備
状況や新就航機材の模型等を展示紹介し、空港の積極的な活用に繋げる広報活動を実施した。
　空港利用者が増えることで、地域経済の活性化が期待される。

「主な取組」検証票
2-1 観光リゾート産業の振興

主な取組

対応する
主な課題

○伊平屋島、伊是名島及び粟国島では、住民が本島拠点都市等へ移動する際に時間
がかかることから、新空港建設や滑走路延長整備が強く求められている。また、新石垣
空港など圏域の拠点となる空港については、外国人観光客の増大に対応できるよう受入
体制を強化することが課題となっている。

事業名

利用促進協議会設立・運営

観光客の受入体制の整備

担当部課 土木建築部　空港課

－

　空港利用促進協議会を設立し、キャンペーンの実施、広報宣伝活動および活動に取り
組む人材への支援を行い、空港の積極的な活用による地域経済の活性化を図る。

利用促進協議会の運営

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

やや遅れ

　沖縄の空港展開催を通して、県民の生活に欠かすことのできない空港の役割、空港施
設の整備状況や新就航機材の模型等を展示紹介し、空港の積極的な活用に繋げる広
報活動を実施した。
　空港の積極的な活用に繋げる広報活動を展開しているが、利用促進協議会設立・運営
とまでは至っていないため、やや遅れとなっている。
　空港利用者が増えることで、地域経済の活性化が期待される。

推進状況

着手

平成27年度取組の効果

利用促進協議会設立・運営



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

－ ―

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

32
313万人
（22年度）

407万人
（27年度）

381万人 94万人 －

傾向 沖縄の現状

－ － － ― －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①
・県の観光担当部署及び市町村が利用促進協議
会と同様な取り組みをしていることから、各事業主
体が実施する取り組みの状況把握を行い、これら
の取り組み以外の実施についても、検討を行って
いく。また、県の観光担当部署及び市町村の各事
業主体との実施する取り組みとの連携について検
討を行う。
・利用促進協議会については、事業の必要性につ
いても判断する。

①県の観光担当部署や市町村において、離島観
光誘客や離島路線の新規開設等の本取組と同様
な事業を進めているため、空港利用促進に繋がる
新石垣空港や宮古空港における国際線旅客施設
等の整備を推進した。
②既に県や市町村において、空港利用促進に繋
がる取り組みを実施しているため、その他の取り
組みとして空港展の開催を通して、県民の生活に
欠かすことのできない空港の役割、空港施設の整
備状況や新就航機材の模型等を展示紹介する広
報活動を展開した。

－

参考データ（離島分） 離島の現状

・県の観光担当部署及び市町村の各事業主体が実施する取り組みを把握し、これらの以外に実施可
能な取り組みについても、検討を行っていく。

　離島空港の年間旅客者数は、新石垣空港開港により大幅に増加しており、平成22年度の基
準値より、平成27年度は93万人の旅客数増加となっている。
　また、航空機材の大型化や宮古空港の新規路線拡充により、引き続きH28目標値も達成が見
込まれる。

○内部要因
・既に県の観光担当部署や市町村において、観光誘客活動や新規路線開拓活動等により、利用促進
協議会と同様な取り組みを推進している状況であるため、利用促進協議会設立・運営に至っていな
い。
・県の観光担当部署及び市町村の各事業主体が実施する取り組みの把握に努め、これら以外の実施
の可能性も含め検討しなければならない。

○外部環境の変化

・県の観光担当部署及び市町村の各事業主体が実施する取り組みを把握し、これらの以外に実施可
能な取り組みについても、検討する必要がある。

主な取組に対応する成果指標

離島空港の年間旅客者数

平成27年度の取組改善案 反映状況

事業名 活動内容

　県の観光担当部署や市町村が実施している取組が、利用促進協議
会の目的達成に向けた取組と同様であることから、当面は、これらの
取り組み実施状況の把握を行い、空港利用促進に繋がる新石垣空港
や宮古空港における国際線旅客施設等の整備を推進していく。

平成28年度計画

-



(3)

―
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離島振興

計画記載頁
84

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

橋詰め広場
完了

伊良部大
橋完了

→ 県

→

1区間完了 3区間完了 4区間完了 3区間完了 1区間完了

→

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

一括交付金
(ハード)

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

一括交付金
(ハード)

施策（中項目） 観光客の受入体制の整備

石垣空港線（用地補償、改良工事）、平良下地島空港線(橋梁
工事等)等の整備を行う。

平成27年度実績

着手
　石垣空港線、白浜南風見線等の整備を行い、離島地域における観光客の移動の円滑
化に資することが期待できる。

活動状況 活動実績値

白浜南風見線等について事業を完了させた。

推進状況 平成27年度取組の効果

活動内容

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

やや遅れ
　完了区間数の計画値13区間に対し実績値が8区間である。完了に至らなくとも道路整
備は着々と進捗している。

沖縄振興公共投資交
付金（道路）

平成28年度計画

事業名

施策（小項目） ―

主な取組

対応する
主な課題

◎離島地域における観光客の移動の円滑化を図るため、空港、港湾、漁港等の交通拠
点と観光地を連結する道路整備及び観光地間相互を連結する道路整備を進める必要が
ある。

交通拠点と観光地を連結する道路整備及び観光
地間を連結する道路整備

取組内容

年度別
取組予定

担当部課 土木建築部道路街路課

事業名 活動内容

完了区間数(累計):8区間

沖縄振興公共投資交
付金（道路）

平良下地島空港線(橋梁工事等)、石垣空港線(用地補
償、改良工事等)の整備を行った。

　交通拠点と観光地を連結する道路及び観光地間を連結する道路の拡幅整備等を行
う。

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

平良下地島空港線（伊良部大橋等）の整備

石垣空港線の整備

その他路線の整備



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

35
89.9％

(21年度)
90.7％

(25年度)
90.3％

(26年度)
0.60%

91.2％
(25年度)

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）
・用地補償業務の一部を外部委託化を検討する。

・事業完了に至らない場合でも、部分的な開通等により、事業の早期効果発現を図る。

　目標達成に向け、県管理道路（離島）の改良率は着々と上がっており、離島地域の定住環境
の確保につながっている。

○内部要因
・事業終盤になるにつれ、用地難航案件（相続問題等）が顕在化し、事業の計画的な執行を妨げてい
る。

○外部環境の変化
・事業終盤になるにつれ、用地難航案件（相続問題等）が顕在化し、事業の計画的な執行を妨げてい
る。

・画一的な整備ではなく、多様化、複雑化する道路ニーズへの柔軟な対応が必要である。

・円滑に用地取得を進めるためには、用地補償業務を効果的に実施するとともに、地権者等に事業に
対する理解を深めてもらうことが必要である。

・事業完了が遅れた場合でも、事業の早期効果発現が必要である。

平成27年度の取組改善案 反映状況

―

参考データ（離島分） 離島の現状

①情報共有を密に行うなど市町村と連携して、地
域特性の把握に取り組み、地域のニーズに柔軟に
対応した道路整備を推進する。

②地権者等に事業に対する理解を十分に深めても
らうために、事業説明会、用地説明会等を実施す
る。

③市町村等地元の協力も得ながら、用地交渉に取
り組む。

④事業完了に至らない場合でも、部分的な開通等
により、事業の早期効果発現を図る。

②

①地域に対して事業説明会を行い、道路整備事
業に対する理解を深めてもらった。

②

主な取組に対応する成果指標

県管理道路(離島)の改良率



(3)
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離島振興

計画記載頁
84

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
0km
道路緑化・育
成管理延長

70km
（累計）

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

148,992 148,992
一括

交付金
（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

177,500
一括交付

金
（ソフト）

沖縄フラ
ワークリエイ
ション事業

平成２７年度までに緑化した箇所の継続と緑化箇所の充実を
図る。

平成28年度計画

事業名 活動内容

推進状況 平成27年度取組の効果

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　計画 55ｋｍに対し、実績60ｋｍとなっており、順調に進捗している。
　国際通りや首里城等の観光地へアクセスする40路線（60ｋｍ）について、緑化（草花等）
を実施したことにより、観光地沖縄としてのイメージアップと二酸化炭素排出量の減少に
寄与することができた。

着手
　石垣市、宮古島市の国道３９０号、宮古島市の高野西里線等の空港・港湾周辺や観光
地アクセス道路において、緑化（草花等）を実施したことにより、観光地沖縄としてのイ
メージアップを図った。

沖縄フラ
ワークリエイ
ション事業

空港や観光地へのアクセス道路について、緑化
（草花等）を実施した。

年度別
取組予定

観光地アクセス道路の重点的緑化事業

４km（宮古島市）
４km（石垣市）

事業名 活動内容

活動状況 活動実績値

　国道３９０号、高野西里線等の空港・港湾周辺や観光地アクセ
ス道路において、緑化（草花等）を実施した。

担当部課 土木建築部　道路管理課

平成27年度実績

施策（小項目）

取組内容
　亜熱帯の特性を生かした魅力のある花や緑であふれる県土を形成するため、観光地ア
クセス道路の重点緑化を行い、沖縄らしい風景づくりを推進する。

対応する
主な課題

◎離島地域は、島々で異なる個性豊かな自然環境、文化、歴史的遺産等を有しており、
こうした離島の多様性は観光資源として大きな魅力となっている。世界水準の観光地とし
てふさわしい街とするため、花と緑あふれる道路空間や観光客が歩いて楽しめる歩道の
整備、分かりやすい案内表示の充実、狭小性を逆手に利用した自転車による観光周遊
等も求められている。

主な取組

施策（中項目） 観光客の受入体制の整備

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

観光地アクセス道路の緑化・重点管理



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

19
33,806ha
（18年度）

― 現状維持 ― ―

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・年間を通して花や道路植栽を良好に保つためには、気候や周辺環境に応じた花木や草花を選定し、
適切な育成点検や灌水を行うことが重要である。

定期的なパトロール等により、生育・開花の状況を継続的に確認し、植栽箇所の環境状況に応じた適
切な花木や草花を各季節で開花できるように選定や管理方法、育成点検、灌水手法について検証し、
各土木事務所や造園業者と連携して改善策を検討しながら品質確保と向上を図っていく。

　国道390号、高野西里線等の空港・港湾周辺や観光地アクセス道路について、緑化（草花等）
を実施したことにより、観光地沖縄としてのイメージアップと、低炭素な都市づくりを推進すること
ができた。

○内部要因
・沖縄観光のイメージアップのため、観光地までの主要アクセス道路について、年間を通して花と緑の
ある良好な道路空間を創出し、道路景観の向上と維持させる取り組みが求められている。

○外部環境の変化
特になし

参考データ（離島分） 離島の現状

―

①定期的なパトロール等により、生育・開花の状況
を継続的に確認する。②植栽箇所の環境状況に応
じた適切な花木や草花を各季節で開花できるよう
に選定や管理方法、育成点検、灌水手法について
検証し、各土木事務所や造園業者と連携して改善
策を検討しながら品質確保と向上を図っていく。

①定期的なパトロール等を実施し、草花等の育成
管理を年間通じて実施した。
②季節や植栽箇所の状況等に応じ、草花や花木
を選定し、植物が良好な状態を保てるよう灌水等
の対応を取った。また、各土木事務所単位で造園
業者と会議等を実施し、品質の向上に努めた。

主な取組に対応する成果指標

都市計画区域内緑地面積

平成27年度の取組改善案 反映状況



(3)

―
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離島振興

計画記載頁
84

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
0km
道路緑化・育
成管理延長

280km
（累計）

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

168,963 168,835 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

190,000 県単等

施策（中項目） 観光客の受入体制の整備

施策（小項目）

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

事業名 活動内容

県単道路維
持費

除草や道路植栽・街路樹の剪定等を実施した。

主な取組 主要道路における沿道空間の緑化事業

担当部課 土木建築部　道路管理課

平成27年度実績

取組内容
　亜熱帯の特性を生かした魅力のある花や緑であふれる県土を形成するため、主要道
路の沿道空間における植樹等を強化し、沿道環境に配慮した道路空間を創出する。

年度別
取組予定

対応する
主な課題

◎離島地域は、島々で異なる個性豊かな自然環境、文化、歴史的遺産等を有しており、
こうした離島の多様性は観光資源として大きな魅力となっている。世界水準の観光地とし
てふさわしい街とするため、花と緑あふれる道路空間や観光客が歩いて楽しめる歩道の
整備、分かりやすい案内表示の充実、狭小性を逆手に利用した自転車による観光周遊
等も求められている。

着手
　沿道空間における適正な管理は、年４回の除草や剪定が必要だが、限られた予算内で
年平均２．５回の除草や剪定作業の実施になった。
　しかし、シルバー人材やボランティアなどを活用して適正管理に努めた。

活動状況 活動実績値

沿道空間における除草や街路樹の剪定等を実施した。 道路緑化・育成管理延長 ４０km

推進状況 平成27年度取組の効果

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

やや遅れ
道路緑化・育成管理を延長距離で280ｋｍ行った。適正管理とされる除草（年４回）が行え
なかったことから（実績：年平均2.5回の除草等）、やや遅れとした。

県単道路維
持費

平成２８年度は除草を年平均３回以上や街路樹の剪定等を実
施し沿道環境に配慮した道路空間の推進を図りたい。

平成28年度計画

事業名 活動内容

亜熱帯性気候を活かした道路植栽・街路樹の育成管理



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

19
33,806ha
（18年度）

― 現状維持 ― ―

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成27年度の取組改善案 反映状況

参考データ（離島分） 離島の現状

―

①適正管理（年4回実施）による良好な沿道空間を
創出する必要があることから、維持管理費の予算
増額と協力団体（シルバーやボランティア等）の増
員も含め取り組んでいきたい。

①予算を増額し、前年度よりも除草回数を増やす
などの対応を取り、街路樹の剪定に関しても、視
認性の確保に努め安全向上を図った。
　また、道路ボランティアの支援と普及にも努め、
前年度から6団体増加させることができた。

主な取組に対応する成果指標

都市計画区域内緑地面積

・道路の植栽管理については、平成２７年度まで年２．５回の除草と交差点部など必要最小限での街
路樹の剪定しか行えていなかったが、平成２８年度からは除草に関する予算を増額して除草回数を増
やし、適正な管理に努める予定である。
・なお、街路樹の剪定については、路線状況に応じて優先順位をつけて効果的な樹木の管理に取り組
む予定である。
・また、道路ボランティアとの協働による美化にも取り組んでおり、ボランティアの支援強化と普及啓発
にも努めていく。

・道路植栽の適正管理（除草年４回程度）により良好な沿道空間を創出する必要があることから、計画
的除草や街路樹剪定を行う必要がある。
・道路の植栽管理において、周辺住民との協働管理はますます重要となっており、道路ボランティアの
普及啓発にむけて、各種支援内容の充実や広報等を推進する。

　適正管理としては、年4回の除草と、数年に１回の剪定が必要である。現状では、年平均2.5回
の除草と、交差点部など必要最小限での街路樹剪定 をししか行えていないが、道路の植栽管
理を行うことで二酸化炭素排出量の減少に寄与することが出来た。

○内部要因
・主要道路における沿道空間の緑化事業については、沿道環境に配慮した道路空間の創出のため、
年４回程度の除草作業が必要であり、路線の状況に合わせて除草回数を増やすなど、主要路線の重
点管理に取り組む必要がある。
・街路樹の剪定に関しては、交差点部などの必要最小限しか行えず、適正管理の観点からは改善す
べき点が多い。

○外部環境の変化
特になし



(3)

―

293
離島振興

計画記載頁
84

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→
県

市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

53,525
(20,986)

25,109
(20,986)

県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

108,400
(28,416)

県単等
宮古広域公
園基本設計
等事業費

　宮古広域公園（仮称）における基本計画を策定し、その後基
本設計に着手する。また、環境アセスメントにおける環境方法
書（案）を作成する。

平成28年度計画

事業名 活動内容

推進状況 平成27年度取組の効果

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　宮古広域公園（仮称）基本構想に基づき基本計画の策定を行っており、併せて環境ア
セスメントにおける計画段階環境配慮書を作成した。２回目の計画検討委員会開催が平
成28年度にずれこんだものの、整備に向けほぼ年度別計画どおりに進捗している。
　宮古広域公園（仮称）を整備することで、宮古圏域の観光リゾート地としての魅力向上、
交流人口の拡大に寄与する。

着手

　宮古広域公園（仮称）基本構想に基づき基本計画の策定を行っており、併せて環境ア
セスメントにおける計画段階環境配慮書を作成した。
　宮古広域公園（仮称）を整備することで、宮古圏域の観光リゾート地としての魅力向上、
交流人口の拡大に寄与する。

宮古圏域広
域公園基本
計画策定等

事業費

　宮古広域公園（仮称）計画検討委員会を１回開
催し、基本計画策定に向けた検討を行った。

年度別
取組予定

宮古広域公園の整備

計画検討委員会開催数　１回

事業名 活動内容

活動状況 活動実績値

　宮古広域公園（仮称）計画検討委員会を１回開催し、基本計
画策定に向けた検討を行った。

担当部課 土木建築部　都市計画・モノレール課

平成27年度実績

施策（小項目） ―

取組内容
　伊良部大橋の開通により一体となった宮古圏域において、観光振興と定住環境の整備
に寄与する広域的なレクリエーションの場として、宮古広域公園を整備する。

対応する
主な課題

○中高年や外国人観光客の増大に対応するため、公共施設や観光拠点施設のバリアフ
リー化・ユニバーサルデザイン化など人に優しい安全・安心・快適な観光地づくりに取り
組む必要がある。

主な取組

施策（中項目） 観光客の受入体制の整備

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

基本構想策定
基本計画、環境アセス、用地補償、整

備



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

― ―
33,806ha
（18年）

→
69,013ha
（23年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・防災機能については、県の防災関係計画との整合を図りながら、広域公園の役割を整理する必要が
ある。

・防災機能のあり方や宮古島市との役割分担について、防災関係計画の策定状況等も踏まえながら
市との協議を継続する。

　都市計画区域内の緑地面積においては、様々な開発等により減少傾向にあるため、公園整
備等により緑地面積を確保し、全体として現状維持を目標としている。平成27年度は基本計画
の検討であるため、直接成果指標への反映はないが、緑地面積を確保する公園計画等を検討
する予定である。

○内部要因
・県は広域公園のテーマとして「海と海辺を活かした公園」を掲げており、宮古島市が要望する防災公
園計画との調整を要する。

○外部環境の変化
・特になし

参考データ（離島分） 離島の現状

都市計画区域内緑地面積

①検討委員会において、観光面でだけでなく地元
住民の利用への配慮や防災機能のあり方を検討
し、整備に向けた基本計画の検討を進める。

②県と宮古島市との連携を強化するため、検討委
員会（２回）等による情報共有及び意見交換を図
る。

①平成27年11月の検討委員会において、観光面
や地元利用に配慮した公園利用方針を議論し、基
本計画（案）に反映している。

②２回目の検討委員会が平成28年度にずれこん
だものの、宮古島市と個別に意見交換会を３回開
催し、情報共有に努めた。

主な取組に対応する成果指標

―

平成27年度の取組改善案 反映状況



(3)

―

294
離島振興

計画記載頁
84

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
12基
案内標識の
設置 → 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

15,024
（4,012）

14,786
（4,012）

一括
交付金

（ハード）

活動状況 活動実績値

　案内標示の修繕・更新を行った。
案内標識の設置・修繕　3基

（宮古島；3基）

　順調に事業進行中（計画１２基、実施１２基）であり、外国人観光客を含めた道路利用
者の移動の円滑化が図れ、観光振興に資することができている。

推進状況 平成27年度取組の効果

着手
　観光客を含めた道路利用者の活動の円滑化が図られ、観光振興に資することができ
た。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　案内標示の充実強化のため、標識の修繕・更新
を行った。

平成27年度実績

取組内容
　道路案内標識の適切な設置および修繕・更新を行うとともに県内の主要な地名を示す
目標地や主要な観光地を示す著名地点等をローマ字、英語を併記することで外国人観
光客等の道路利用者に対してわかりやすい情報提供を行う。

年度別
取組予定

担当部課 土木建築部道路管理課

事業名 活動内容

公共交通
安全事業

案内表示の充実強化（道路案内標識等）

対応する
主な課題

○中高年や外国人観光客の増大に対応するため、公共施設や観光拠点施設のバリアフ
リー化・ユニバーサルデザイン化など人に優しい安全・安心・快適な観光地づくりに取り
組む必要がある。

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

施策（中項目） 観光客の受入体制の整備

施策（小項目） ―

主な取組

案内標識の設置



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

83,000
（0）

一括交付
金

（ハード）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年）

傾向 沖縄の現状

（ 年） （ 年） （ 年） （ 年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・人に優しい安全・安心・快適な観光地づくりのため、案内表示の充実強化について、道路案内標識の
英語表記については、表示内容を点検し、国・県の道路管理者が一体となり、必要に応じ改善を実施
するものとし、引き続き、修繕・更新の整備も行っていく。

・沖縄ブロック標識適正化委員会にて積極的に情報提供し、表記改善を推進していく。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①道路案内標識の英語表記については、表示内
容を点検し、国・県の道路管理者が一体となり、必
要に応じ改善を実施するものとし、引き続き、修繕・
更新の整備も行っていく。
②沖縄ブロック標識適正化委員会にて積極的に情
報提供し、表記改善を推進していく。

①沖縄ブロック道路標識適正化委員会を開催し、
国と県にて修繕、更新の必要な整備について検討
した。

②前年度以前で沖縄ブロック道路標識適正化委
員会にて検討された修繕、更新の必要な箇所に
おいて、整備を進める事ができた。

○内部要因

○外部環境の変化
・国土交通省から各地方公共団体へ平成25年9月の道路案内標識改善方針（案）が通知されたが、一
部の標識においては、ローマ字表記から英語による表示・表記に改善されていないものがある。

なし

参考データ（離島分） 離島の現状

・観光立県として、道路案内標識が外国人旅行者にもわかりやすいものとなるように国・県の道路管理
者が一体となり、英語表記への改善を推進していく必要がある。

事業名 活動内容

－

　道路状況に対する観光客満足度については、基準値（21年度）22.8%から現状値（27年度）23.2
と0.4ポイント改善された。
　観光立県として、道路案内標識が外国人旅行者にもわかりやすいものとなるよう、関係部署と
も連携して案内表示の充実強化など事業を推進することで、成果指標の目標達成に寄与するも
のと考えており、H28目標値の達成、課題の解決に努める。

　引き続き案内標示の充実強化のため、案内標識の修繕・更
新および整備を行う。

主な取組に対応する成果指標

公共交通
安全事業

平成28年度計画



(4)

―

295
離島振興

計画記載頁
85

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

77件
助成団体数

50件 50件 50件 50件

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

105,955 103,754
一括交付

金
（ソフト）

施策（中項目） 観光人材の育成

施策（小項目） ―

主な取組
観光人材基礎育成事業(世界に通用する観光人
材育成事業）

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

平成27年度取組の効果

順調
　事業者が更に実施しやすいように改善を行ったことにより、計画値50件に対し大幅に上
回る64件の実績となった。そのうち、離島への研修支援件数は17件、全体の約13%であっ
た。事業者が必要とする課題に応じた研修支援を行うことができた。

推進状況

着手
　事業者が更に実施しやすいように改善を行ったことにより、計画値50件に対し大幅に上
回る64件の実績となった。そのうち、離島への研修支援件数は17件、全体の約13%であっ
た。事業者が必要とする課題に応じた研修支援を行うことができた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

　観光関連企業等へ講師派遣を行い、研修実施支援を行った。
研修実施事業者数64件

（うち離島11件:伊江島2、宮古島1,竹
富島2,久米島6,）

対応する
主な課題

○沖縄の観光の満足度を高めるとともに、外国人観光客を含め多様化・高度化する観光
客のニーズに対応できる観光人材の育成を推進する必要がある。

事業名 活動内容

観光人材育
成プラット
フォーム構

築事業

社会人基礎・接遇マナー、中間層向けコーチング・
マネジメント、インバウンド対応、ガイド、ダイバー
向け安全教育などの人材育成研修を行った。

活動状況 活動実績値

取組内容
　 国際観光地としての沖縄の評価の向上を目指し、国内外の観光客が満足する質の高
いサービスを提供できる人材を育成・確保するため、観光人材育成に関する研修事業を
行う民間企業等の自主的な取組に対し支援を行う。

文化観光スポーツ部　観光振興課

平成27年度実績

年度別
取組予定

担当部課

企業・団体による観光産業従事者への研修を支援



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

123,882
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

－ － － － － －

傾向 沖縄の現状

44.5%
(25年度）

45.5%
(26年度）

↗
45.5%

(26年度）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成28年度計画

事業名 活動内容

○外部環境の変化

・外国人観光客の急増（H26→H27対前年度比69.4%増）により、語学及びインバウンド対応の必要性及
び重要性が高まっている。

・支援内容についてブラッシュアップを行い、、事業者の自主的な研修を促し、より多くの事業者へ研修
支援ができるよう効果的な研修支援方式へと改善を行う。

観光人材育
成プラット
フォーム構

築事業

社会人基礎・接遇マナー、中間層向けコーチング・マネジメン
ト、インバウンド対応、ガイド、ダイバー向け安全教育などの人
材育成研修への支援を行う。

主な取組に対応する成果指標

－

○内部要因

・学んだことを着実に身につけるため、一度限りではなく、継続的に研修を実施する必要がある。
・講師派遣については、平成27年度は受付期間の途中で予算に達し、受付を終了した。

・より多くの事業者の研修支援ができるよう、研修支援方法の見直しを行う必要がある。

参考データ 沖縄の現状

平成27年度の取組改善案 反映状況

①研修支援の方法について、派遣方式が好調で
あることから、引き続き実施する。その場合におい
て、あらかじめ講師により研修内容を連続した内容
によりパッケージ化し、事業者が選択する方法を採
用することで、より継続的・効果的な研修実施方式
へと改善を行う。
②よりレベルの高い研修を実施するため、業種ごと
に中核人材となる受講者を募集し、高度な集合型
研修を実施する。

①より事業者が利用しやすいよう、Webサイト（講
師データベスサイト「育人」）の改修等を行い、申
請手続の簡素化を図った。

②業種毎の業界経験年数5～10年の中核人材を
対象とした、高度集合型研修を実施した。

外国人観光客の満足度（外国語対応
力）

満足度は少しずつだが向上しており、研修支援の成果が徐々に現れてきたと考えられる。今後
も引き続き目標達成に向け、研修支援を実施する必要がある。
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離島振興

計画記載頁
85

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

1,673名
受講者数

1,800名 1,800名 1,800名

→
県

ＯＣＶＢ

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

105,955 103,754 県単等

　（一財）沖縄観光コンベンションビューローが設置している観光
人材育成センターにおいて、講師派遣型研修や集合型研修を
実施した。

研修受講者数：2308名
（うち、離島受講者数233名）

推進状況 平成27年度取組の効果

観光人材育
成プラット
フォーム構

築事業

接遇などの基礎研修、専門分野研修、英語・中国
語・韓国語等の語学研修の他、観光関連企業等
への集合型研修を実施した。

活動状況 活動実績値

着手
　講師派遣型研修において、131件の研修支援を実施し、受講者数が2,232名であった。
また、中核人材を対象とした集合型研修を4件開催、受講者数は76名であった。受講者
数は年々増加しており、観光関連企業の人材育成に貢献している。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　講師派遣型研修において、131件の研修支援を実施し、受講者数が2,232名であった。
また、中核人材を対象とした集合型研修を4件開催、受講者数は76名であった。受講者
数は年々増加しており、観光関連企業の人材育成に貢献している。

事業名 活動内容

主な取組 観光人材育成事業

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

対応する
主な課題

○沖縄の観光の満足度を高めるとともに、外国人観光客を含め多様化・高度化する観光
客のニーズに対応できる観光人材の育成を推進する必要がある。

取組内容
　国際観光地としての沖縄の評価の向上を目指し、国内外の観光客が満足する質の高
いサービスを提供できる人材を育成・確保するため、観光人材育成に関する研修事業を
行う民間企業等の自主的な取組に対し支援を行う。

年度別
取組予定

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

施策（中項目） 観光人材の育成

施策（小項目） －

平成27年度実績

講師派遣・集合研修等を
通じた観光産業従事者
のスキルアップ支援

ＯＣＶＢ実施による観光産業従事者へ
の研修事業を補助



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

123,882
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）主な取組に対応する成果指標の達成状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

－ － － － － －

傾向 沖縄の現状

300名
(24年度見込）

2,308名
(27年度）

1900名 ↗
2,308名
(27年度）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

○外部環境の変化

・外国人観光客の急増（H26→H27対前年度比69.4%増）により、語学及びインバウンド対応の必要性及
び重要性が高まっている。

観光人材育
成プラット
フォーム構

築事業

接遇などの基礎研修、専門分野研修、英語・中国語・韓国語等
の語学研修への支援の他、観光関連企業等への集合型研修
を実施する。

平成27年度の取組改善案 反映状況

①平成27年度はOCVBへの補助事業を終了し、現
在実施している委託事業に一本化する。

②よりレベルの高い研修を実施するため、業種ごと
に各事業者から受講者を募集し、高度な集合型研
修を実施する。

①補助事業については終了し、委託事業への一
本化を行った。

②業種毎の業界経験年数5～10年の中核人材を
対象とした、高度集合型研修を実施した。

・支援内容についてブラッシュアップを行い、、事業者の自主的な研修を促し、より多くの事業者へ研修
支援ができるよう効果的な研修支援方式へと改善を行う。

観光人材育成研修受講者数(累計）

　研修受講者数については毎年増加しており、既にH28目標値を達成しており、順調である。
　満足度は少しずつだが向上しており、研修支援の成果が徐々に現れてきたと考えられる。今
後も引き続き目標達成に向け、研修支援を実施する必要がある。

主な取組に対応する成果指標

－

参考データ 沖縄の現状

・より多くの事業者の研修支援ができるよう、研修支援方法の見直しを行う必要がある。

○内部要因

・学んだことを着実に身につけるため、一度限りではなく、継続的に研修を実施する必要がある。
・講師派遣については、平成27年度は受付期間の途中で予算に達し、受付を終了した。

事業名 活動内容

平成28年度計画
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離島振興

計画記載頁
85

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

6,429 5,472 県単等

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

着手

　平成27年度から（一財）沖縄観光コンベンションビューローに試験業務を委託した。
ビューローのネットワークを活用した広報活動等により、申込者が6年ぶりに200名を超
え、最終合格者は過去最高の36名となった。（うち平成27年度の離島での登録者は1名、
累計では宮古島が3名、八重山が4名。）
　当該案内士の増加により、外国人観光客に対する受入体制の強化が図られた。
　また、県広報誌や県ホームページで制度の紹介や、資格者リストの公開により県民等
へ周知が図られている。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　平成27年度から（一財）沖縄観光コンベンションビューローに試験業務を委託した。
ビューローのネットワークを活用した広報活動等により、申込者が6年ぶりに200名を超
え、最終合格者は過去最高の36名となった。
　当該案内士の増加により、外国人観光客に対する受入体制の強化が図られた。
　また、県広報誌や県ホームページで制度の紹介や、資格者リストの公開により県民等
へ周知が図られている。

地域限定通訳案内士試験実施 1回 1回

事業名 活動内容

地域限定通
訳案内士試
験実施事業

　地域限定通訳案内士試験を実施（年1回）し、随
時登録を行った。さらに県民や旅行会社等へ制度
の周知を行ったほか、  旅行会社とのマッチング
会を実施（１回）した。

活動指標名 計画値 実績値

平成27年度実績

施策（小項目） －

主な取組 地域限定通訳案内士試験実施事業

対応する
主な課題

○外国人観光客の増加に伴う通訳案内士の絶対的な不足に加え、ガイドニーズの多様
化に伴う対応が十分でないことが大きな課題となっており、当面の不足を補う目的で、外
国人観光客に対応できる人材の育成に取り組む必要がある。

取組内容
　急増する外国人観光客に対する受入体制の強化を図るため、沖縄県地域限定通訳案
内士試験を実施し、通訳案内士の確保を図る。また、県広報誌や県ホームページで当該
制度や資格者リストを公開し、周知を図る。

年度別
取組予定

担当部課 文化観光スポーツ部　観光政策課

施策（中項目） 観光人材の育成

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

地域限定通訳案内士試験の実施
・有資格者の登録
・試験及び制度の県民や旅行会社等への周知



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

6,034 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

- - - - - -

傾向 沖縄の現状

2名
（25年）

0名
（26年）

1名
（27年）

→
190名
（27年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）
・地域限定通訳案内士試験は難関であることから、合格者数が急激に増加することは見込めないた
め、研修を修了することにより通訳案内士となる沖縄特例通訳案内士制度を導入し、平成25年度から
研修を実施しており、引き続き通訳案内士の確保を図る。

・沖縄特例通訳案内士及び地域限定通訳案内士が通訳案内業務に従事する環境を整えるため、県及
び一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローのホームページにおいて制度及び資格者リストを
公開し、周知を図る。

地域限定通訳案内士登録者数

　地域限定通訳案内士登録者数は、平成23年度の98名に対し平成27年度は190名となり、4年
間で92名増となった。（うち宮古島が3名、八重山が4名）H28年度の目標値は200名となってお
り、このペースで合格者を輩出できれば、目標値を達成できる。
　引き続きビューローのネットワークを活用した広報活動や県広報誌、県ホームページ等におい
て県民等へ制度や試験の周知を図る。

○内部要因
・試験に合格し、登録する者は毎年20名から30名ほどと合格率が13.2% であり、増え続ける外国人観
光客に対応できていない状況である。

○外部環境の変化
・平成27年度に沖縄県を訪れた外国人観光客は約167万人で前年比69.4％の増と急増しており、その
受入体制は急務である。

・地域限定通訳案内士試験合格者をより多く確保するため、観光関連産業従事者や語学学校等に試
験の周知図るため、（一財）沖縄観光コンベンションビューローのネットワークを通じて試験の実施を広
く周知し、また沖縄特例通訳案内士登録者に対しても情報提供を行い、ステップアップを促す。

①沖縄特例通訳案内士が将来的に地域限定通訳案内
士の資格を取得するよう、地域限定通訳案内士制度及
び試験を沖縄特例通訳案内士に周知した。

②地域限定通訳案内士が通訳案内業務に従事する環
境を整えるため、県及び一般財団法人沖縄観光コンベ
ンションビューローのホームページにおいて制度及び資
格者リストを公開し、旅行業者等へ周知を図る。

①平成27年度は沖縄特例通訳案内士から地域限
定通訳案内士の資格取得した案内士は5名おり、
今後とも周知を図る。

②試験に関する情報や有資格者のリストを県及び
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
のホームページに随時公開している。

主な取組に対応する成果指標

-

参考データ（離島分） 離島の現状

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画

事業名 活動内容

地域限定通
訳案内士試
験実施事業

　地域限定通訳案内士試験を実施（年1回）し、随時登録を行
う。さらに県民や旅行会社等へ制度の周知を行うほか、  旅行
会社とのマッチング会を実施（１回以上）する予定である。
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１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
沖縄特例通
訳案内士育
成等事業計
画策定

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

50,717 40,872
一括交付

金
（ソフト）

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成27年度取組の効果

着手
　研修生募集の周知活動により33人から申込みがあり、20人が研修開始し、18人が修了
した。昨年度の修了生5人と比べると大幅に有資格者を輩出したことにより、県内離島に
おけるガイド不足の解消に一定の効果をあげた。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　研修生募集の周知活動により179人から申込みがあり、周知活動は十分な効果をあげた。
　平成27年度は77人が育成研修を修了し、平成25年からの3年間で累計276名が登録を済ませて
いることから、実績は順調に推移し、県内におけるガイド不足の解消に一定の効果をあげている。
  修了生のフォローアップ支援として、マッチング会を開催し、旅行業社７社、研修生14名が参加
し、お互いの情報交換を行った。またOJTツアー研修を４回実施し、実際のガイド体験をさせること
ができた。

毎年度100人程度を育成(5年間で500人程度) 100人程度 77人（うち離島18人）

事業名 活動内容

沖縄特例通
訳案内士育
成事業

　研修生の募集に際し、新聞やラジオ、県無料広報媒体や
リーフレットを活用し、県民等に対し制度概要を含めた周知を
図り、沖縄特例通訳案内士の育成研修を行った。
　研修終了後の資格取得者に対するフォローアップとして旅
行業者とのマッチング会、OJTツアー研修を実施した。

活動指標名 計画値 実績値

平成27年度実績

施策（小項目） ―

主な取組 沖縄特例通訳案内士育成事業

対応する
主な課題

○外国人観光客の増加に伴う通訳案内士の絶対的な不足に加え、ガイドニーズの多様
化に伴う対応が十分でないことが大きな課題となっており、当面の不足を補う目的で、外
国人観光客に対応できる人材の育成に取り組む必要がある。

取組内容
　急増する外国人観光客に対する受入体制の強化を図るため、沖縄特例通訳案内士育
成研修を実施するとともに、制度概要を県民等へ周知する。

年度別
取組予定

担当部課 文化観光スポーツ部　観光政策課

施策（中項目） 観光人材の育成

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

・沖縄特例通訳案内士の育成

・育成研修開始

・制度概要の県民等への周知



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

45,499
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

- - - - - -

傾向 沖縄の現状

5人
（25年）

5人
（26年）

18人
（27年）

→
276人
（26年）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・広報について、昨年度実施できなかった離島でのテレビやラジオでの周知活動を強化し、研修生増を図る。

・フォローアップ支援の中でも特にOJTツアー研修を充実させ、実践的なガイド活動につながる支援を行う。

沖縄特例通訳案内士登録者数

　平成27年度の沖縄特例通訳案内士の登録者数は累計276人である。年間100人程度の輩出目標に至っ
ていない。外国人観光客に対応できる人材の育成のため、周知広報の強化を行い、H28目標値達成に向
け鋭意取り組みを推進していく。

○内部要因
・離島での登録者について宮古地区で４名、八重山地区で１８名と低調であるが、離島地域を訪れる
外国人観光客は今後も増加することが予想され、地元での受入体制の充実・強化を図る必要がある。
また、地元からの要望も強い。

○外部環境の変化
・平成27年度に沖縄県を訪れた外国人観光客は約167万人で前年比69.4％の増と急増しており、その
受入体制は急務である。

・離島での登録者について、低調であるものの、クルーズ船寄港回数の増によりニーズはあるため、更なる掘り起
こしが必要である。

・資格取得者に対する最新のアンケート調査において、未就労者が42.9％存在し、就業していない主な理由として
一定の収入が見込めないことがあり、資格取得者の就業の機会確保のためのフローアップ対策が必要である。

①研修の充実及び周知広報を実施し、昨年度資格
取得者の活動状況を踏まえ、フォローアップ支援
の中でも特にマッチング会の参加企業を増やすこ
とで、多くの研修生に情報交換の機会を与え、ガイ
ド活動につながる支援を行う。

①マッチング会では旅行会社7社に研修生14名が
参加し、ガイド登録を行った。

主な取組に対応する成果指標

-

参考データ（離島分） 離島の現状

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画

事業名 活動内容

沖縄特例通
訳案内士育
成事業

　沖縄特例通訳案内士育成研修を実施する。
　研修生募集に際し、新聞やラジオ、また、県無料広報媒体やリーフ
レットを活用し制度概要を含めた周知を図る。
　研修終了後の資格取得社に対するフォローアップ支援（旅行業社と
のマッチングやOJT等）を実施する。
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離島振興

計画記載頁
85

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
主要離島
空港調査

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

22,209 22,207 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

21,216 県単等

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

年度別
取組予定

施策（中項目） 産業間連携の強化

施策（小項目）

主な取組 観光統計実態調査事業

対応する
主な課題

○観光リゾート産業はリーディング産業として、ものづくり産業、農林水産業、情報通信
関連産業等、多様な産業との有機的な連携を強化し、観光による県全体への波及効果
への波及効果を高めていく必要がある。

取組内容
　観光客の実態把握を目的とし、本県を訪れた観光客等を対象としたアンケート調査の
実施により、性別・年代・居住地・消費額等の基本属性に加え、３年度毎の主な項目別の
満足度等を調査し、各種の観光統計資料の作成を行う。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光政策課

事業名 活動内容

観光統計実
態調査事業

　通常の満足度調査に加えて、３年に一度実施し
ている満足度の詳細調査を実施した。また、主要
離島空港（宮古・石垣・久米島）調査で、離島それ
ぞれの特性調査を行った。

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

調査時期：四半期毎、年4回
調査対象：航空機を利用して県外・圏域外へ出域する日本人
調査方法：県内主要空港搭乗待合室で調査票手渡し、郵送回
収

観光客の満足度調査：４回
（対象空港：那覇・宮古・石垣・久米
島）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　国内客の性別・年代・居住地・消費額等の基本属性及び旅行全体の満足度等を把握
するため、那覇空港及び主要離島空港（宮古・石垣・久米島）において計画どおりアン
ケート調査をそれぞれ四半期毎に合計４回実施した。
　また、調査結果については誘客を担当する部署やＯＣＶＢに対し、誘客プロモーション
事業等へ活かしてもらうため情報提供を行った。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　国内客の性別・年代・居住地・消費額等の基本属性及び旅行全体の満足度等を把握
するため、那覇空港及び主要離島空港（宮古・石垣・久米島）において計画どおりアン
ケート調査をそれぞれ四半期毎に合計４回実施した。
　また、調査結果については誘客を担当する部署やＯＣＶＢに対し、誘客プロモーション
事業等へ活かしてもらうため情報提供を行った。

事業名 活動内容

観光統計実
態調査事業

　平成28年度は、沖縄観光の現状、課題、政策を踏まえたテー
マ調査を実施する。また、主要離島空港（宮古・石垣・久米島）
調査で、離島それぞれの特性調査を引き続き行い、データの
蓄積を図る。

観光客の満足度調査等の実施



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成27年度の取組改善案 反映状況

①観光客ニーズのさらなる把握、分析のために、ア
ンケート調査票内容の工夫と検討を行い、調査の
精度向上のため、アンケート回収率向上の対策に
取り組む。また調査結果・分析を県経済に資する
事業への検討、提案を行う。
②日頃から観光客のニーズや現状等を把握するた
め、より多角的な調査・分析を行い、関係機関への
分析結果の還元や、満足度向上のための情報交
換等を引き続き積極的に図っていく。
③観光土産品のさらなる満足度向上のため、平成
27年度実施予定の詳細調査からさらなる分析を行
う。

①アンケート調査票の不明瞭な質問項目につい
ては修正を行い、飛行機便数の少ない久米島空
港についてはアンケート配布回数を増やす事に
よって回収率を向上させた。
②分析結果の報告書については公表するととも
に、関係機関へ送付し、幅広い情報の提供に努め
た。
③平成24年度実施の満足度詳細調査と比較し、
観光土産品の現在の満足度や購入商品の変化
について分析を行った。

主な取組に対応する成果指標

―

参考データ（離島分） 離島の現状

・観光客ニーズのさらなる把握、分析のために、アンケート調査の精度向上に努め、アンケート回収率
向上の対策に引き続き取り組む。また調査結果・分析を県経済に資する事業への検討、提案のため、
関係機関に情報提供等を行う。
・各観光関連事業担当者へのヒヤリングを行い、事業執行に有益となるような、より現状に即したアン
ケートの質問設定を行う。

―

　平成26年度からより魅力的な土産品対策の検討取り組みに着手し、その一定の成果が現れ
ており、土産品等購入費の目標達成に向け、商品開発や物産PRなどの取組を引き続き行って
いく。

○内部要因
・平成26年度調査から主要離島空港（宮古・石垣・久米島）における調査を実施しているため、引き続
き各離島関係者との調整を綿密に行う等、精度の高いデータ蓄積のため円滑な実施に努める必要が
ある。

○外部環境の変化
・外国人観光客に牽引され入域観光客が増加し、沖縄観光の状況が変化してきているなかで、観光土
産品におけるニーズ等への影響に留意する必要がある。

・農林水産・商工分野においても観光土産品となりうる商品の開発、その原材料の県内調達率向上支
援は実施されているため、それを観光施策と連携させるためには、観光統計実態調査における結果に
基づいて意見交換や観光客ニーズ情報の還元を行う等、引き続き農林水産・商工分野との協同の可
能性を検討する必要がある。
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300
離島振興

計画記載頁
85

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

年度別
取組予定

施策（中項目） 産業間連携の強化

施策（小項目） ―

主な取組 観光産業における地産地消・県産品利用の促進

対応する
主な課題

○観光客が利用するホテルや飲食店等において地産地消を進める上での問題点等を十
分に把握した上で、一層の連携強化を図るほか、グリーンツーリズム等を通じた、農山村
地域と都市との地域間交流や農山村地域の所得向上等に向けた取組強化が求められ
る。

取組内容
　観光消費による経済波及効果の拡大を図るため、観光・農林水産・商工等の施策と連
携を図り、観光客や観光産業等に対し情報発信等の取り組みを行うことで、観光産業にお
ける地産地消・県産品利用促進に取り組む。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光政策課

事業名 活動内容

観光産業に
おける地産
地消・県産
品利用の促
進

　平成27年９月、各部等へ観光施策と連携が可能
な事業等の調査を行った。同調査結果に基づき、
関係課や関係機関等と意見交換をおこない、関連
事業の連携や、観光・物産イベント等での情報発
信を行った。

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

平成28年度計画

　各部等へ観光施策と連携が可能な事業等の調査を実施した。
連携事業（36事業のうち、離島関連5

事業）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　各部等から連携事業として36事業の提案をうけ、地産地消・県産品利用の促進に関す
る観光・農林水産・商工の施策と連携した取り組みを行った結果、関係部局との連携促進
を図ることが出来た。
　また、沖縄観光コンベンションビューローと連携し、観光客や観光産業に対し、地産地
消・県産品利用の促進に関する情報発信の充実・強化を行った結果、効果的な情報の発
信を図ることが出来た。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　各部等から連携事業として36事業の提案をうけ、地産地消・県産品利用の促進に関す
る観光・農林水産・商工の施策と連携した取り組みを行った結果、関係部局との連携促進
を図ることが出来た。
　また、沖縄観光コンベンションビューローと連携し、観光客や観光産業に対し、地産地
消・県産品利用の促進に関する情報発信の充実・強化を行った結果、効果的な情報の発
信を図ることが出来た。

事業名 活動内容

観光産業にお
ける地産地
消・県産品利
用の促進

　各部等へ観光施策と連携が可能な事業等について調査を実
施し、観光・物産イベント等での情報発信や、外国人観光客に
対する地産地消・県産品利用促進に向けた取り組み等につい
て、関係部局等と連携を図りながら進めていく。

物産イベント等での連携、観光客への情報発信
観光事業者の取組みの促進

関係機関
ヒアリング
調整会議



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成27年度の取組改善案 反映状況

　観光産業における地産地消・県産品利用の促進
については、観光施策と連携が可能な事業等調査
を継続して実施し各部等と連携した取組を推進する
とともに、増加する外国人観光客への地産地消・県
産品利用促進に向けた取組も実施する。

　観光産業における地産地消・県産品利用の促進
について、観光施策と連携が可能な事業等調査を
実施し、各部局と連携した取組を推進するととも
に、外国人観光客への地産地消・県産品利用促進
に向け、農林水産・商工等関係部局と意見交換を
行い、今後の取組について検討を進めた。

主な取組に対応する成果指標

―

参考データ（離島分） 離島の現状

・観光産業における地産地消・県産品利用の促進については、引き続き観光施策と連携が可能な事業
等調査を継続して実施するとともに、関係部局等と積極的に意見交換を行いながら、観光・物産イベント
等における情報発信や、外国人観光客の利用促進に向けた取り組み等の充実・促進について、連携を
強化し取り組んでいく。

―

 観光産業における地産地消・県産品利用の促進について、観光・農林水産・商工と意見交換や
連携した取り組みを行うとともに、沖縄観光コンベンションビューローと連携し、観光客や観光産
業に対し地産地消・県産品利用の促進に関する情報発信の充実・強化に取り組んでいる。

○内部要因
・観光産業における地産地消・県産品利用の促進については、観光・農林水産・商工等、関係部局と連
携し観光・物産イベント等において県産品の情報発信等を推進しているが、外国人観光客への県産品
利用促進に向けた取り組みについても、引き続き連携を強化して取り組んでいく必要がある。

○外部要因
特になし

・引き続き、観光・農林水産・商工施策等関係部局が連携し、観光産業における地産地消・県産品の利
用促進を目指し、観光・物産イベント等における情報の発信や、外国人観光客の利用促進に向けた取り
組みの充実・強化を図る。



(5)

―

301
離島振興

計画記載頁
86

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

4件支援
→ 関係団体

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

80,224 62,213
一括交付

金
（ソフト）

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

年度別
取組予定

施策（中項目） 産業間連携の強化

施策（小項目） ―

主な取組 スポーツ関連産業振興戦略構築事業

対応する
主な課題

○観光リゾート産業はリーディング産業として、ものづくり事業、農林水産業、情報通信
関連産業等、多様な産業との有機的な連携を強化し、観光による県全体への波及効果
を高めていく必要がある。

取組内容

　スポーツ関連産業の振興を目的とした戦略の構築を図るため、スポーツ関連産業等の
実態把握調査・分析及び方向性の検討等を踏まえスポーツ関連ビジネスモデル事業及
びスポーツ関連ビジネス人材育成調査等の実施・効果検証を行ない、スポーツの産業化
に向けた戦略を構築する。

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

事業名 活動内容

スポーツ関
連産業振興
戦略推進事
業

　平成27年度は、スポーツ関連産業振興戦略推
進委員会を4回開催し、平成26年度に策定したス
ポーツ関連産業振興戦略に基づきスポーツ関連
ビジネスモデル事業4件に対して支援を行った。ま
た、スポーツ関連ビジネス企画コンテストを実施し
たところ、23件の応募があり、そのうち5件が入選
した。

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

　平成２６年度に策定したスポーツ関連産業振興戦略に基づき
モデル事業(補助金)を実施した結果、計画値３件に対し実績値
４件となった。（離島に関する取組は特になし）

スポーツ産業定着化の支援：４件
（離島に関する取組は特になし）

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

スポーツ関連産業振興戦略に基づきスポーツ関連ビジネスモデル事業(補助金)を
実施したところ、計画値3件に対し実績値4件（ウェットスーツ製作やスポーツイ
ベントに活用できるスマホアプリ開発等）となった。また、スポーツ関連ビジネ
ス企画コンテストを実施したところ、同志社大学大学院や琉球大学等から23件の
応募があり、そのうち5件が入選した。これらの取組を通してスポーツの産業化の
推進を図ることができた。
（離島に関する取組は特になし）

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

スポーツ関連産業振興戦略に基づきスポーツ関連ビジネスモデル事業(補助金)を
実施したところ、計画値3件に対し実績値4件（ウェットスーツ製作やスポーツイ
ベントに活用できるスマホアプリ開発等）となった。また、スポーツ関連ビジネ
ス企画コンテストを実施したところ、同志社大学大学院や琉球大学等から23件の
応募があり、そのうち5件が入選した。これらの取組を通してスポーツの産業化の
推進を図ることができた。

スポーツ産業定着化の支援

調査・研究

戦略構築
戦略構築

関連人材

育成



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

71,815
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

102
０件

（23年）
０件

（27年）
３件

(28年)
増減無し

4件
（23年）

傾向 全国の現状

4件
（25年度累

計）

7件
（26年度
累計）

11件
（27年度
累計）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①スポーツ関連産業振興戦略の推進にあたって
は、モデル事業の実施・検証を通して、スポーツを
有望な産業資源として捉え、既存産業との連携・融
合により関連ビジネスを多数創出していく必要があ
る。
②また、これまでスポーツと直接関わりのなかった
事業者を含め、多種多様な産業における事業者と
のコラボレーションを促す等して、沖縄のスポーツ
関連産業の振興推進に努める。
③さらに、産業として自走していけるように事業者
の経営相談や販路拡大を支援していく必要があ
る。

平成28年度計画

事業名 活動内容

スポーツ関
連産業振興
戦略推進事
業

　平成26年度に策定したスポーツ関連産業振興戦略を踏ま
え、平成28年度も引続き「スポーツ関連ビジネスモデル事業」を
実施するが、新規事業及び新たに実施事業を対象とした定着
事業の募集を行ない、事業が自走化できるよう支援し、沖縄独
自のスポーツ関連産業の振興に繋げていく。併せて、「スポー
ツ関連ビジネス企画コンテスト」も引続き実施する。

・スポーツ関連産業振興戦略の推進にあたっては、モデル事業の実施・検証を通して、スポーツを有望
な産業資源として捉え、既存産業との連携・融合により関連ビジネスを多数創出する。
・これまでスポーツと直接関わりのなかった事業者を含め、多種多様な産業における事業者とのコラボ
レーションを促す等して、沖縄のスポーツ関連産業の振興推進に努める。
・スポーツ関連ビジネスが産業として自走していけるように事業者の経営相談や販路拡大を支援す
る。

スポーツ関連ビジネスの事業化支援
数

平成23年度4件、平成26年度3件、平成27年度4件のモデル事業が実施された。平成28年度
は、4件のモデル事業を予定しており、沖縄21世紀ビジョンにおけるH28目標値は達成できる見
込みであるが、離島における事業の応募が無いため、離島における事業化支援は特にない。
今後も引き続きスポーツビジネスを産業化するための支援・育成に取り組んでいく。

○内部要因
・本県の産業のさらなる発展のためには、既存の業界や産業構造に囚われない沖縄の魅力や創造性
を活かした産業の構築が必要である。その中で期待されるのが、スポーツと既存事業を結びつけたス
ポーツ関連産業である。

○外部環境の変化
・沖縄県はスポーツをビジネスとして捉え、その集積を図って産業として発展させていくことを目指して
いるが、近年のスポーツの日常生活への浸透やスポーツツーリズム、スポーツコンベンションの興隆に
伴いビジネスとしての価値が高まっている。

・スポーツを有望な産業資源として捉え、既存産業との連携・融合により関連ビジネスを多数創出して
いく必要がある。
・また、これまでスポーツと直接関わりのなかった事業者を含め、多種多様な産業における事業者との
コラボレーションを促し、沖縄で展開されるスポーツ関連産業の振興を推進していく必要がある。

①スポーツ関連産業振興戦略に基づき、モデル
事業4件を実施した。
②振興戦略ガイドの配布や講演会等による一般
への周知、ビジネス企画コンテストによる多様な産
業と結びついたスポーツビジネスのアイデア創出
を図った。
③県商工労働部や産業振興公社、沖縄振興開発
金融公庫等の事業紹介などによる企業支援や、
台湾等の海外での商談会や各スポーツ大会にお
いてブース出展を行い、販路拡大を行なった。

主な取組に対応する成果指標

参考データ 沖縄県の現状

スポーツ関連ビジネスの離島にお
ける事業化支援数

平成27年度の取組改善案 反映状況



(5)
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302
離島振興

計画記載頁
86

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
６事業以上
モデル事業
数 → 関係団体

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

68,288 67,891
一括交付

金
（ソフト）

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

年度別
取組予定

施策（中項目） 産業間連携の強化

施策（小項目） ―

主な取組 スポーツツーリズム戦略推進事業

対応する
主な課題

○観光リゾート産業はリーディング産業として、ものづくり事業、農林水産業、情報通信関
連産業等、多様な産業との有機的な連携を強化し、観光による県全体への波及効果を
高めていく必要がある。

取組内容
　沖縄観光の新たな魅力の創出や着地型観光の拡充を目的とし、スポーツの活用により
観光を推進・活性化するスポーツ・ツーリズムを沖縄に根付かせるためのモデル事業と
連携した誘客促進等の実施と新たなスポーツ・ツーリズム受入体制の整備を行う。

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

事業名 活動内容

スポーツ・
ツーリズム
戦略推進事
業

　繁忙期と閑散期の格差縮小・雇用創出、新
たな専門性を持つ観光産業人材の創出及びス
ポーツが持つ周期性による集客効果・経済効
果の実現等、沖縄観光の推進に寄与すること
から、観光メニューとしてのスポーツツーリ
ズムの推進を図るため、スポーツイベントの
モデル事業を選定し、８事業に支援を行っ
た。

平成27年度実績

活動状況 活動実績値

　繁忙期と閑散期の格差縮小・雇用創出、新たな専門性を持つ
観光産業人材の創出及びスポーツが持つ周期性による集客効
果・経済効果の実現等、沖縄観光の推進に寄与することから、
観光メニューとしてのスポーツツーリズムの推進を図るため、ス
ポーツイベントのモデル事業を選定し、離島においては久米島
トライアスロン大会に対し支援を行った。

スポーツツーリズムモデル事業離島
実施事業支援数：１事業

推進状況 平成27年度取組の効果

着手

　新規のスポーツイベントには補助率を高く設定し、２年目以降のスポーツイベ
ントは補助率を下げるなど、スポーツイベントの定着化が図られるよう、支援枠
を設定しており、久米島トライアスロンは定着化枠として支援を行った。

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　新規のスポーツイベントには補助率を高く設定し、２年目以降のスポーツイベ
ントは補助率を下げるなど、スポーツイベントの定着化が図られるよう、支援枠
を設定しており、モデル事業数が計画値を上回る８事業となったため順調とし
た。

スポーツ・ツーリズムモデル事業の実施、定着化促進、新規スポーツ・ツーリズムモデル事業の実施、定着化促進、新規スポーツ・ツーリズムモデル事業の実施、定着化促進、新規



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

66,891
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

64

開催数：63件
県外・海外参

加者数：
20,911人
（22年）

開催数55件
県外・海外参
加者数6,708

人
（26年）

70件
23,000人

開催数△8件
県外・海外参

加者数
△14,203人

578件
64,751人
（25年）

傾向 全国の現状

76,373人
（24年）

94,094人
（25年）

93,866人
（26年）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成28年度計画

平成27年度の取組改善案 反映状況

事業名 活動内容

イベント実施事業者が円滑に事業を実施、精算事
務等が行えるよう、委託業務のなかでアドバイザー
を派遣する。

事業を受託した管理運営法人がアドバイザーを派
遣することで事業の円滑な実施、精算事務等につ
ながり、早期の事業完了につながった。

スポーツ・
ツーリズム
戦略推進事
業

　観光メニューとしてのスポーツツーリズムの推進を図る
ためスポーツイベントのモデル事業を８件程度選定し支援
を行う。
　また、イベント実施事業者が取組事例を報告し、事業者
間で課題や効果等を共有することで、今後の事業継続へつ
なげるものとする。

主な取組に対応する成果指標

スポーツコンベンションの離島開催
件数・参加者数

参考データ 沖縄県の現状

・既存イベントの拡充策について、海外からの誘客の増加を見据えた新たな取組みに対して支援を行
う。
・県外・海外からの誘客が見込める新規に立ち上げる大規模なスポーツイベントに対して、補助限度額
を拡大した特別支援枠を設定することで、新規の大規模スポーツイベントを支援する。

スポーツコンベンションの県内参加者
数

　スポーツコンベンションの広報・誘致活動等の取組により、スポーツコンベンションの県内参加
者数は、現状値で93,866人であり、H28目標値77,000人をすでに達成している。引き続き、県民
のスポーツに触れる機会(観る、参加する)の創出のため、スポーツコンベンションの誘致に取り
組んでいく。

○内部要因
・スポーツイベントの定着を図るうえで、各種競技団体や関係市町村との連携が重要であり、イベント
選定時に留意する必要がある。

○外部環境の変化
・スポーツイベントの参加者にとって、沖縄で開催するイベントの魅力をいかに構築できるかに留意す
る必要がある。

・新規スポーツイベントの立ち上げを支援するとともに、イベントの定着化によりスポーツツーリズムに
対する理解を深め、受入体制を一層強化する必要がある。
・イベントの実施にあたって、対象者を明確に設定し、沖縄で開催するイベントの魅力を構築できている
か、留意する必要がある。



(5)

―

303
離島振興

計画記載頁
86

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
１回
展示会・研修
会の開催

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

―

―

　一括交付金等を活用した様々な類似の補助事
業があるため、　予算確保なし。
　県産品デザイン活用促進等の既存の事業内で
地場産業を支援した。

事業名 活動内容

取組内容

　離島を含む地域資源活用による付加価値の高い商品、沖縄らしさを表現したデザイ
ン、機能性や時代性を取り入れた感性型製品などの開発に取組む県内事業者を対象
に、試作品開発に係る技術指導や市場調査等に係る経費の一部を補助する。これによ
り、事業者の新分野進出の円滑化や基盤技術の高度化を図るとともに、魅力的な商品
の創出による県産品の県外出荷及び域内シェアの拡大を目指す。

商工労働部ものづくり振興課

平成27年度実績

施策（中項目） 産業間連携の強化

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

着手
　予算の確保はなかったが、一括交付金等を活用した様々な類似の補助事業の中で地
場産業の支援を行った。

活動状況 活動実績値

伝統工芸品を活用したかりゆしウェアの９作品の試作品開発を行い、県内百
貨店において試作品発表展示会を開催した。（県産品デザイン活用事業）
（うち離島の織物を活用したウェア２作品：八重山上布、宮古上布）

展示会１回
（離島　０回）

推進状況 平成27年度取組の効果

施策（小項目） ―

主な取組 地場産業総合支援事業

担当部課

年度別
取組予定

対応する
主な課題

○観光リゾート産業はリーディング産業として、ものづくり産業、農林水産業、情報通信関
連産業等、多様な産業との有機的な連携を強化し、観光による県全体への波及効果を
高めていく必要がある。

平成28年度計画

事業名 活動内容

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調
　一括交付金等を活用した様々な類似の補助事業があるため、予算の確保はなかった
が、中小企業支援に係る関係機関と連携し、中小企業のものづくりや販路拡大への支援
策について検討した。

―
　ひきつづき本県の観光や中小企業支援に係る関係課と連携
し、観光土産のニーズ把握や、それを地場の中小企業が活用
できるよう支援する策を検討する。

企業等へのデザイン活用手法等の普及



（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

93
393億円
（21年度）

370億円
（26年度）

459億円 △23億円
4,147億円
（26年度）

傾向 沖縄の現状

－ － － ― －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成27年度の取組改善案 反映状況

参考データ（離島分） 離島の現状

－

①新製品開発・新分野進出を目指す中小・零細規
模の事業者が活用しやすい支援メニューのあり方
を検討する。

①既存の一括交付金を活用した類似の補助事業
等を活用しながら取組を進めた。

主な取組に対応する成果指標

製造品出荷額（離島）の増加

・事業実施体制の変更や計画の遅れ等の事態に迅速に対処し、適切な事業執行管理を行うため、定
期的に訪問したりメールで進捗報告を受けるなどの、きめ細かな対応が必要である。

・また、事業の規模や支援スキームが中小・零細規模の事業者にとって使いやすいものとなっているか
再考する必要がある。

・引き続き、新製品開発・新分野進出を目指す中小・零細規模の事業者が活用しやすい支援メニュー
のあり方を検討する。

離島の製造出荷額は減少しており、Ｈ28目標値の達成は困難な状況にあるが、関連する事業
等を通し、現状値の改善に努める。
　なお、基準値において推計値であったことから、実績値に置き換え反映した。

○内部要因
・沖縄県の製造業においては、中小・零細規模の事業者が多く、公的機関による委託事業の受託経験
や、補助金事業を受けた経験のない事業者がほとんどであるため、制度に関心が薄い場合や手続き
に不慣れな事業者が多い。

・観光客ニーズ・トレンドを把握し、観光土産品の消費額及び満足度の向上を図る「沖縄観光消費額向
上モデル事業」や、県産品の販路拡大を総合的に支援する「県産品拡大展開総合支援事業」等、類似
の補助金メニューが増えてきており、当事業については平成25年度で区切りをつけた。

○外部環境の変化



(5)

―

304
離島振興

計画記載頁
86

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
採択件数
５件

→

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

455,802 438,642
一括

交付金
（ソフト）

「主な取組」検証票
基本施策 2-1 観光リゾート産業の振興

施策（中項目） 産業間連携の強化

施策（小項目） ―

主な取組
中小企業課題解決・地域連携プロジェクト推進事
業

着手

・離島の特産品を発掘して県内外にＰＲすべく、品質の高い商品開発、ＥＣサイトのインフラ整備等
を行う（本島・宮古・石垣の周辺11離島の特産品）
・石垣島川平地域の魅力向上に向け、情報発信プラットフォーム構築、地域魅力の情報発信、地
域資源を活用した商品開発、観光客向けのイベントを実施（石垣島）
・欧米からのインバウンド観光のPR強化のため、ウェブサイト、パンフレット作成、海外の商談会で
のツアーPRを実施（石垣島）
・EV充電インフラの利便性向上とEV専任人材育成による販路拡大プロジェクトを実施（宮古島）
・沖縄特有の秋ウコンを活用した製造販売とビジネスモデルの確立に向けたプロジェクトを実施
（宮古島）

活動状況 活動実績値

　宮古島にて２件（課題解決：10,000千円）、石垣島にて２件（企
業連携：30,000千円、課題解決：5,000千円）、複数離島にまたが
るプロジェクト１件（企業連携：30,000千円）のプロジェクトを支援

した。※（）内は決算額。

５件
（宮古島２件、石垣島２件、その他１

件）

推進状況 平成27年度取組の効果

中小企業課
題解決プロ
ジェクト推進

事業

1 課題解決プロジェクト（採択件数23件）
　個別の中小企業者が抱える経営上の課題解決
2 企業連携プロジェクト（採択件数11件）
　中小企業者等の連携による業界課題の解決等

担当部課

年度別
取組予定

対応する
主な課題

○観光客に選ばれる魅力的な観光土産品の開発・販売の促進や観光土産品の域内調
達率の向上が重要であり、地域特産品の開発や農商工連携等を含めた事業者間の連
携を促進し、産業間相互の振興に努める必要がある。

事業名 活動内容

取組内容
　経営基盤の強化を図るため、成長可能性のある県内中小企業や事業推進力の弱い小
規模企業等による企業の枠を越えた企業連携体の有望プロジェクトに対し、経営コンサ
ルティング、専門家派遣及び事業費補助等を実施する。

商工労働部産業政策課

平成27年度実績

※参考　　21世紀ビジョン実施計画における評価

順調

　これまで事業を実施し、明らかになった課題に対応するため、平成27年度から事業スキームを一
部見直した。具体的には、平成26年度まで実施してきた「広域連携プロジェクト」と「地域連携プロ
ジェクト」を①中小企業者等の連携による業界課題の解決を目的とする「企業連携プロジェクト」、
②地域連携による取組推進の強化を図る「地域ビジネス力育成強化事業」に再編を行った。平成
27年度地域ビジネス力育成強化事業では、６件の地域連携体を支援しており、同事業での件数を
合わせると40件の支援を実施しており、推進状況は、順調である。

県内離島の中小企業者からの提案プロジェクトを推進するための活動



（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

636,822
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

No. 基準値 現状値 H28目標値 改善幅 沖縄の現状

― ― ― ― ― ―

傾向 沖縄の現状

７件
（25年度）

６件
（26年度）

４件
（27年度）

→
61件

（27年度）

状
況

説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成27年度の取組改善案 反映状況

平成28年度計画

事業名 活動内容

中小企業課
題解決プロ
ジェクト推進

事業

　経営基盤の強化を図るため、成長可能性のある県内中小企
業や事業推進力の弱い小規模企業等による企業の枠を越え
た企業連携体の有望プロジェクトに対し、経営コンサルティン
グ、専門家派遣及び事業費補助等を実施する。

参考データ（離島分） 離島の現状

東京商工リサーチ発表企業倒産件数
（宮古島市、石垣市、八重山郡）

①離島地域での事業説明会開催を継続し、地域の中小
企業支援機関と連携した広報を強化することで更なる周
知を図る。
②申請のあった提案プロジェクトについては、採択審査
までに当該プロジェクトの精度向上を図る必要がある。
離島地域においては、電話、メール等による事前相談を
実施するほか、よりきめ細やかなブラッシュアップを可能
とする仕組みを継続する。

①離島地域での事業説明会開催を継続するとともに、
地域の中小企業支援機関と連携して広報を実施した。
②。離島地域においては、電話、メール等による事前相
談を実施するとともに、よりきめ細やかなブラッシュアッ
プを可能とする仕組みを継続した。

主な取組に対応する成果指標

―

・　過年度採択企業へのフォローアップ支援が行える体制を構築する必要がある。
・  本事業に対する企業からのニーズに対応する必要がある。

　過年度採択企業へのフォローアップ支援体制を構築するため、ハンズオン支援業務を行うコーディネーターを委
託先に１名追加配置（５名→６名）する。
　また、本事業を活用した企業の多くが、自社の抱える課題を解決でき、期待どおりの改善ができたとする等、本
事業で得られる効果（経営課題を解決し、中期的な経営改善及び基盤強化）は高いため、企業からのニーズも踏
まえ、採択件数を平成27年度から10件程度増やすこととする。
（平成27年度予算ベース：30件（課題解決プロジェクト20件、企業連携プロジェクト10件
→　平成28年度予算ベース：40件（課題解決プロジェクト25件、企業連携プロジェクト15件）

県内企業倒産件数は、中小企業金融円滑化法などの金融支援効果もあり、小康状態となって
いる。宮古島市、石垣市、八重山郡の離島においても同様に小康状態を保っている。

○内部要因
・　採択した企業のプロジェクトの円滑な推進を図るため、事業を実施していく上での助言や事業進捗管理等のハ
ンズオン支援業務を行うコーディネーターを委託先に配置している。
・　企業が抱える経営課題を解決し、中期的な経営改善及び基盤強化をより確実にするためには、事業（採択）期
間中のハンズオン支援のみならず、事業実施後年度におけるフォローアップ支援も重要である。
・　しかしながら、毎年、30件～40件程度の採択プロジェクのトハンズオン支援に時間がとられ、過年度採択企業
へのフォローアップ支援に十分に対応できていない状況である。

○外部環境の変化
・　本事業は企業からのニーズが高く、申請件数が100件以上（相談件数400件）あるのに対し、採択件数が34件と
なっている。
・　事業の申請前にハンズオン支援業務を行う委託先への事前相談を要件とし、事業計画のブラッシュアップ支援
を経ているため、そのほとんどが事務局の事前審査や外部有識者による審査委員会において、採択して効果が
見込まれるプロジェクトと評価されているが、予算の範囲内での採択となっており、企業のニーズに十分に対応で
きていない状況である。


