
第１章　観光を取り巻く社会情勢
１．国の観光の現状と動向
 1.1 国の観光施策

　国全体を挙げて「観光立国」を総合的かつ計画的に推進しています。

　■わが国は、“観光”を 21世紀における重要な施策の柱と位置付け、旧「観光基本法」
(1963( 昭和 38) 年 ) を全面改正し、「観光立国推進基本法」が 2007( 平成 19) 年
１月から施行されました。

　■観光立国を実現するための「観光立国推進基本計画」（2012（平成 24) 年３月 30日
閣議決定 )では、「住んでよし、訪れてよしの国づくり」をキャッチフレーズとし、「観
光の裾野の拡大」と「観光の質の向上」を基本計画の策定の方向性として掲げ、次の
主な施策を定めています。

　■「明日の日本を支える観光ビジョン」	(2016( 平成 28) 年３月 )では、今後下記の施
策を推進することとしています。

①国内外から選好される魅力ある観光地域づくり (観光地域のブランド化・複
数地域間の広域連携等 )

②オールジャパンによる訪日プロモーションの実施
③国際会議等のＭＩＣＥ分野の国際競争力強化
④休暇改革の推進等
資料：「観光立国推進基本計画」(2012（平成 24) 年３月 30日閣議決定 )

①観光資源の魅力を極め、「地
方創生」の礎に

②観光産業を革新し、国際競
争力を高め、我が国の基幹
産業に

③すべての旅行者が、ストレ
スなく快適に観光を満喫で
きる環境に

○魅力ある公的施設・インフラの
大胆な公開・開放

○文化財の観光資源としての開花

○国立公園の「ナショナルパーク」
としてのブランド化

○景観の優れた観光資産の保全・
活用による観光地の魅力向上

○滞在型農山漁村の確立・形成

○地方の商店街等における観光需
要の獲得・伝統工芸品等の消費
拡大

○広域観光周遊ルートの世界水準
への改善

○東北の観光復興

○観光関係の規制・制度の総合的
な見直し

○民泊サービスへの対応
○産業界ニーズを踏まえた観光経
営人材の育成･強化

○宿泊施設不足の早急な解消及び
多様なニーズに合わせた宿泊施
設の提供

○世界水準のDMOの形成・育成
○「観光地再生・活性化ファンド」
の継続的な展開

○次世代の観光立国実現のための
財源の検討

○訪日プロモーションの戦略的高度化
○インバウンド観光促進のための多
様な魅力の対外発信強化

○MICE 誘致の促進
○ビザの戦略的緩和
○訪日教育旅行の活性化
○観光教育の充実
○若者のアウトバウンド活性化

○最先端技術を活用した革新的な
出入国審査等の実現

○民間のまちづくり活動等による
「観光・まち一体再生」の推進
○キャッシュレス環境の飛躍的改善
○通信環境の飛躍的向上と誰もが
一人歩きできる環境の実現

○多言語対応による情報発信
○急患等にも十分対応できる外国
人患者受入体制の充実

○「世界一安全な国、日本」の良好
な治安等を体感できる環境整備

○自然災害発生時の対応強化
○「地方創生回廊」の完備
○地方空港のゲートウェイ機能強化
とLCC就航促進

○クルーズ船受入の更なる拡充
○公共交通利用環境の革新
○休暇改革
○オリパラに向けたユニバーサルデ
ザインの推進

資料：「明日の日本を支える観光ビジョン」明日の日本を支える観光ビジョン構想会議 (2016( 平成 28) 年３月 )
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《「明日の日本を支える観光ビジョン‐世界が訪れたくなる日本へ‐」》

■「わが国は、自然･文化･気候･食という観光振興に必要な４つの条件を兼ね備えた、
世界でも数少ない国の一つであり、これらの豊富な観光資源を真に開花させること
により、裾野の広い観光を一億総活躍の場とすることが可能である」として、国を
挙げて観光を我が国の基幹産業へと成長させ、「観光先進国」という新たな挑戦に
踏み切るため、2016( 平成 28) 年３月に「明日の日本を支える観光ビジョン‐世
界が訪れたくなる日本へ‐」を策定しました。

■我が国の豊富で多様な観光資源を、誇りを持って磨き上げ、その価値を日本人にも
外国人にも分かりやすく伝えていくとともに、観光の力で地域に雇用を生み出し、
人を育て、国際競争力のある生産性の高い観光産業へと変革していく必要があると
しています。さらに、CIQ( 関税 ･ 出入国管理 ･検疫 ) や宿泊施設、通信・交通・
決済等といった受入環境整備を早急に進めるとともに、高齢者や障がい者等を含め
た、すべての旅行者が「旅の喜び」を実感できるような社会を築いていく必要があ
るとしています。

■観光ビジョンでは、“観光は、真に我が国の成長戦略と地方創生の大きな柱である”
との認識の下、以下の３つの視点を柱とし、10の改革をとりまとめています。

視点１：観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に
　①「魅力ある公的施設」を、ひろく国民、そして世界に開放
　②「文化財」を、「保存優先」から観光客目線での「理解促進」、そして「活用」へ
　③「国立公園」を、世界水準の「ナショナルパーク」へ
　④おもな観光地で「景観計画」をつくり、美しい街並みへ

視点２：観光産業を革新し、国際競争力を高め、我が国の基幹産業に
　⑤古い規制を見直し、生産性を大切にする観光産業へ
　⑥あたらしい市場を開拓し、長期滞在と消費拡大を同時に実現
　⑦疲弊した温泉街や地方都市を、未来発想の経営で再生・活性化

視点３：すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる環境に
　⑧ソフトインフラを飛躍的に改善し、世界一快適な滞在を実現
　⑨「地方創生回廊」を完備し、全国どこへでも快適な旅行を実現
　⑩「働きかた」と「休みかた」を改革し、躍動感あふれる社会を実現

【目標】
■東京オリンピック開催年の 2020( 平成 32) 年における目標として、訪日外国人旅
行者数を年間 4,000 万人、消費額を８兆円等と掲げています。

資料：「明日の日本を支える観光ビジョン」明日の日本を支える観光ビジョン構想会議 (2016( 平成 28) 年３月

2020( 平成 32) 年 2030( 平成 42) 年
訪日外国人旅行者数 4,000 万人 6,000 万人
訪日外国人旅行消費額 ８兆円 15兆円
地方部での外国人延宿泊数 7,000 万人泊 １億 3,000 万人泊
外国人リピーター数 2,400 万人 3,600 万人
日本人国内旅行消費額 21兆円 22兆円
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 1.2 国の観光を取り巻く環境

　年間訪日外国人旅行者数は増加傾向で３年連続で過去最高を更新しました。

　■ 2015( 平成 27) 年の訪日外国人旅行者数は、対前年比 47.1％増の 1,973 万７千人
で、日本政府観光局 (ＪＮＴＯ ) が統計を取り始めた 1964( 昭和 39) 年以降、最
大の伸び率となりました。また、訪日外国人旅行者数は 1970( 昭和 45) 年以来 45
年ぶりに出国日本人数を上回りました。

　■日本人国内延べ旅行者数は、訪日外国人旅行者の増加傾向とは異なり、2010( 平成
22) 年の 6億 3,160 万人から、多少の増減を繰り返しながら、若干減少傾向にあ
ります。

　■日帰り旅行と宿泊旅行の割合は、概ね半数ずつで、2010( 平成 22) 年以降ほとんど
変化していません。

資料：「旅行･観光消費動向調査 ( 平成 27年年間値 ( 確報 ))」観光庁 (2016( 平成 28) 年６月 )

資料：「平成 28 年版観光白書」観光庁 (2016( 平成 28) 年５月 )
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２．沖縄県の観光の現状と動向

 2.1 沖縄県の観光施策

　世界水準の観光リゾート地、魅力あふれるOKINAWAの実現を目指しています。

　■沖縄県では、観光を県経済のリーディング産業と位置づけ、1976( 昭和 51) 年度か
ら「観光振興基本計画」を策定し基盤整備等を進めてきました。

　■「第５次観光振興基本計画」(2012( 平成 24) 年５月 ) は、沖縄県観光振興条例が示
す観光の意義と沖縄県の特性を踏まえ、沖縄全体の今後の目指すべき姿を指し示す
「沖縄 21世紀ビジョン」で掲げる“世界水準の観光リゾート地”、“魅力あふれるＯＫ
ＩＮＡＷＡ”の実現に向けて、沖縄観光が国内外に広く認知される基盤を構築する
ことを目的としています。

		毎年の数値目標とその達成に向け、具体的な行動計画を策定しています。

　■長期計画である「沖縄 21世紀ビジョン基本計画」(2012( 平成 24) 年５月 )、「沖
縄県観光振興基本計画」(第５次：2012( 平成 24) 年５月 )及び中長期の取り組み
を示した「沖縄観光推進ロードマップ」(2015( 平成 27) 年３月 ) を踏まえ、単年
度ごとの数値目標とその達成に向けた施策展開を盛り込んだ具体的な行動計画であ
る「ビジットおきなわ計画」(2007( 平成 19) 年度から毎年度作成 )を策定し、取
り組みを推進しています。

　

《2016( 平成 28) 年度の数値目標》
①観光収入：6,743 億円、②観光客一人当たり県内消費額：80,000 円、③平均滞在日数：4.00 日間
④人泊数：2,516 万人泊、⑤入域観光客数：840万人 (うち国外客 200万人 )	

《2016( 平成 28) 年度の主な施策展開》
◇誘客戦略：(1) 国内外におけるブランド戦略の展開	(2) 既存需要の拡大及び確保	(3) 新規需要の開拓
　　　　　			(4) 航空路線の拡充・クルーズ航路の獲得	など
◇受入戦略：(1) 観光人材の拡充	(2) ２次交通機能の拡充	(3) 宿泊機能の拡充	
　　　　　			(4) 観光体験等の拡充 (着地型観光・離島観光の推進 )
　　　　　			(5) 持続可能な観光リゾート地の形成	など

資料：「平成 28年度ビジットおきなわ計画」沖縄県 (2016( 平成 28) 年８月 )

《沖縄県観光の将来像》
”世界水準の観光リゾート地”

《将来像実現の核となる３要素》
①島の海 ･森 ･生物多様性 (自然 )、②島の歴史 ･文化芸能 (文化 )、③島の安全 ･安心 ･快適性 (人 ･環境 )

《2021( 平成 33) 年度達成目標》
①観光収入：１兆円、②観光客一人あたり県内消費額：10万円、③平均滞在日数：５日間
④人泊数：4,027 万人泊 (国内客 3,152 万人泊 )、⑤入域観光客数：1,000 万人 (うち国外客 200万人 )

《施策の基本方向》
①多様で魅力ある観光体験の提供、②基盤となる旅行環境の整備、③観光産業の安定性確保
④効果的なマーケティング、⑤推進体制の再構築

資料：「沖縄県観光振興基本計画 (第５次 )」沖縄県 (2012( 平成 24) 年５月 )
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　中部圏域では、自然保全 ･海洋レジャーの取り組み等を基本方向としています。

　■「沖縄 21 世紀ビジョン基本計画」(2012( 平成 24) 年５月 ) の「圏域別展開」では、
自然 ･歴史 ･伝統 ･文化などの固有の特性を生かした地域づくり、多様な主体間の
連携と交流、協働による地域づくりなどを基本的な考え方としています。

　■このうち中部圏域は、自然環境の保全 ･再生、金武湾の特性を生かした海洋レジャ
ー、歴史遺産群等を結ぶ観光ルート、スポーツツーリズムの推進、農水産業との連携、
滞在型観光の促進、文化産業の振興などを基本方向としています。

《沖縄 21世紀ビジョン基本計画	圏域別展開　〔中部圏域〕》
※下記の◇の内容は、展開の基本方針の各内容であり、本市の観光振興に関連すると考えられる記載を抜粋
しました。

1. 個性豊かで魅力あふれる基幹都市圏の形成
①人的・物的交流拠点の機能強化
　◇中城湾港については、東海岸地域の活性化を図る産業支援港湾として、新港地区において流通加工港湾

の整備を推進するとともに、定期船就航の実現等により物流拠点の形成を推進します。

②中部都市圏の機能高度化
③環境共生型社会の構築
　◇中部圏域においては、戦後、急速な都市化の進展、海域における埋立事業等により、自然環境が徐々に

失われていることから、今後の人口増加や大規模な駐留軍用地の返還を見据え、森林、河川、干潟、藻
場などの陸域・水辺環境の保全・再生に取り組みます。

2.	圏域の特色を生かした産業の振興
①観光リゾート産業の振興
　◇うるま市から北部圏域の金武町、宜野座村に至る環金武湾地域においては、金武湾の特性を生かした海

洋レジャーなどの取組を促進します。
　◇琉球王国のグスク及び関連遺産群や自然、文化を生かした体験・滞在型観光等、地域産業と密接に連携

した新たな観光スタイルの創出を図るとともに、歴史的景観の保全に配慮しつつ、景観に調和したまち
なみ等の周辺整備や歴史的遺産群等を結ぶ観光ルートの整備を促進し、琉球歴史回廊の形成を図ります。

　◇本圏域に集積するスポーツコンベンション施設の拡充を促進するとともに、プロスポーツキャンプ等の
受入れやおきなわマラソンなど各種スポーツイベント開催をはじめとするスポーツツーリズムを推進し
ます。

　◇農業や水産業と連携したグリーン・ツーリズムやブルー・ツーリズム、生活体験等の体験・滞在型観光
を促進します。

②情報通信関連産業の振興
③臨空・臨港型産業の振興と産業イノベーションの推進
④農林水産業の振興
　◇うるま市などモズク養殖業やパヤオ漁業の盛んな本圏域において、安定生産・流通体制の確立を図るため、

関連施設の整備や老朽化した漁港・漁場等生産基盤施設の維持更新を推進するとともに、水産物加工品
の開発を促進し高付加価値化を図ります。

⑤文化産業の振興
　◇本圏域に集積している様々な文化施設等を活用し、琉球舞踊、エイサー、空手、沖縄音楽などを発信す

るとともに、このような多様な文化資源を活用した文化産業の振興を図ります。

3.	国際交流・貢献等の推進　

4.	駐留軍用地跡地利用の推進　

資料：「沖縄 21世紀ビジョン基本計画」沖縄県 (2012( 平成 24) 年５月 )
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　危機管理基本計画 ･実行計画を策定し、安全 ･安心 ･快適な観光地としての沖縄観
光ブランドの構築、世界水準の観光リゾート地の形成を目指しています。

　■観光危機管理とは、観光客や観光産業に甚大な被害をもたらす観光危機 (台風、地
震、津波、航空機 ･船舶事故、感染症などの災害 ･事故等 )を予め想定し、被害を
最小化するための減災対策、観光危機発生時における観光客への情報発信、避難誘
導 ･安全確保、帰宅困難者等の迅速な対応、観光危機後の風評被害対策、観光産業
の早期復興 ･事業継続支援等を組織的かつ計画的に行うことです。

　■「沖縄県観光危機管理基本計画」（2015（平成 27) 年３月 )、「沖縄県観光危機管理実
行計画」（2016（平成 28) 年３月 ) は、危機管理対策を迅速かつ確実に実施できる
体制を整備することにより、安全 ･安心 ･快適な観光地としての沖縄観光ブランド
の構築、世界水準の観光リゾート地の形成を図ることを目的としています。

《各主体の役割》
主な主体 沖縄県が期待する役割 期待する役割の行動イメージ

観光事業者 ①お客様 (観光客 )へ安全・安心の提供
②従業員等の安全 ･安心の確保
③地域経済 ･社会の安定を図るための
事業継続

◇安全 ･安心を図る必要な投資等
◇避難誘導、体制運用及び危機対応訓
練の充実

◇関係者と共有した事業継続計画等の
策定

◇市町村等との連携関係確立

観光関連団体 ①団体特有の観光危機管理の実施
②リーダーシップの発揮
③国、県、一般財団法人沖縄観光コン
ベンションビューロー ( ＯＣＶＢ )
等と連携した取り組み

◇団体固有の冊子等作成、研修会、危
機管理体制運用訓練の実施

◇上部団体及び加盟事業者等関連情報
等の収集 ･分析、提供、発信

◇加盟事業者に共通する諸対策の検討
･実施及び諸環境の整備

◇加盟事業者の取り組み促進 ･支援

市町村 ①地域実情に応じて観光客へ安全 ･安
心を提供する総合的な取り組み

②地域経済 ･社会の安定を図るための
取り組み

③国、県、ＯＣＶＢ、観光関連団体等
と連携した取り組み

◇観光の特徴を加味した地域防災計画
等の策定または見直し、観光危機管
理知識の普及 ･啓発

◇観光関連団体 ･事業者等との連携充
実 ･強化 (連絡会議の定例化等 )

◇観光関連団体 ･事業者等の観光危機
管理対策を促進 ･支援

国
( 主として沖縄総
合事務局 )

①観光危機に関する国関連情報の迅速
な提供

②観光危機の諸対策実施に必要な国レ
ベルでの条件整備

③県、市町村、ＯＣＶＢ及び観光関連
団体等が連携した取り組みへの参画

◇観光危機管理に関する重層的な国施
策等の収集 ･整理 ･提供

◇諸施策が円滑に実施されるために必
要な措置等を関係機関と調整

◇国が実施する諸対策へ地域の意向を
的確に反映

資料：「沖縄県観光危機管理実行計画」沖縄県	(2016( 平成 28) 年３月 )
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 2.2 沖縄県の観光を取り巻く環境

　入域観光客数は増加傾向で、2015( 平成 27) 年度には過去最高を更新しました。

　■ 2008( 平成 20) 年のリーマンショック以降の景気低迷、インフルエンザの流行、
2011( 平成 23) 年の東日本大震災の影響などもあり、入域観光客数は一時期落ち
込みましたが、2012( 平成 24) 年度以降再び増加に転じ、2015( 平成 27) 年度に
は過去最高の 794万人 (対前年比 11％増 )となりました。

　■月別入域観光客数の推移では、2015( 平成 27) 年度はすべての月で前年同月を上回
るとともに、各月の過去最高を記録しました。

　■７～ 10月と３～４月にピークがあります。

資料：「平成 27年版観光要覧」沖縄県（2016（平成 28）年 8月）

資料：「平成 27年度沖縄県入域観光客統計概況」沖縄県（2016（平成 28）年 4月）

対前年度
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　沖縄県のリピーター率は、８割を超えて推移しています。

　■沖縄県を訪れる国内観光客のリピーター (再来訪者 ) の比率は年々増加しており、
2012( 平成 24) 年度には８割を超えました。

　■ 2015( 平成 27) 年度のリピーター率は 84.2%となっています。

　国内観光客の宿泊数は２泊３日が最も多く、平均滞在日数は約 3.9 日です。

　■ 2015( 平成 27) 年度における沖縄県を訪れる国内観光客の宿泊数は、２泊３日が
38.8％、３泊４日が 29.0％で、半数以上が２～３泊となっています。

　■平均滞在日数は、約 3.9 日となっています。

資料：「平成 27年版観光要覧」沖縄県 (2016( 平成 28) 年８月 )

資料：「平成 27年版観光要覧」沖縄県 (2016( 平成 28) 年８月 )
図　国内観光客の平均滞在日数と宿泊数割合
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　観光収入、観光客一人あたり県内消費額ともに、過去最高を更新しました。

　■ 2009( 平成 21) 年度から 2011( 平成 23) 年度の入域観光客数の減少とともに観
光収入は減少しましたが、2012( 平成 24) 年度以降再び増加に転じ、2015( 平成
27) 年度には過去最高の 6,022 億円 (対前年比 12.7％増 )となりました。

　■また、観光客一人あたりの県内消費額は７万円台で推移しており、2009( 平成 21)
年度には７万円を割り込みましたが、2014( 平成 26) 年度には７万円を再び超え、
2015( 平成 27) 年は、過去最高の 75,881 円 ( 対前年比 1.9％増 )となりました。

　　　※観光収入と観光客一人あたり県内消費額は、国内客と外国人客の消費額と観光客数より算出。

　■「平成 27 年度沖縄県消費額向上モデル事業実施報告書」(2016( 平成 28) 年３月 )
によると、国内の観光客は、観光土産品への購入意欲があるものの「買いたいもの
がない」という機会ロスがあるとしています。また、外国人観光客は、購買の要因
は“沖縄”ではなく“日本”が選択肢となっており、日本で有名な土産品の指名買いの
傾向があるとしています。

　■国内観光客については約８割のリピーター対策、外国人観光客については“沖縄”が
購買の選択肢になるように強化することが必要としています。

資料：「平成 27年度沖縄県消費額向上モデル事業実施報告書」沖縄県 (2016( 平成 28) 年３月 )

同じもの
ばかり 

【不平・不満】

【買わない理由】（※1） 【要望】（※2）

【その土産が最も良い理由】

資料：「平成 27年版観光要覧」沖縄県
　　　（2016（平成 28）年 8月）

資料：「平成 27年版観光要覧」沖縄県
　　　（2016（平成 28）年 8月）
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　2015( 平成 27) 年度の外国人観光客一人あたりの消費額は 107,302 円です。	

　■2015( 平成 27) 年度における外国人観光客 ( 空路 ) 一人あたりの消費額は
107,302 円で、内訳は宿泊費 31,340 円、県内交通費 11,617 円、土産買物費
31,773 円、飲食費 23,184 円、娯楽入場費 7,169 円、その他 2,220 円です。

　■費目別観光消費額 ( パッケージ参加費内訳を含む ) では、中国の土産買物費が
61,866 円で突出しています。飲食費は香港が最も高く 36,644 円となっています。
一方で、台湾と韓国の消費額は低い傾向にあり、特に韓国の土産買物費は 18,032
円と低くなっています。

　2015( 平成 27) 年度の国籍別観光客割合は、台湾 30.3%、中国本土 21.2%、韓国
19.9%、香港 12.1%、アメリカ 1.0%、その他 15.5%です。

　■ 2015( 平成 27) 年度の外国人観光客数は約 167 万人で、最も多いのが台湾の
30.3% で、次いで中国本土 21.2%、韓国 19.9%、香港 12.1%、アメリカ 1.0% と
なっています。

　■アジアからの来訪者が全体の 8割以上を占めています。

資料：「平成 27年度外国人観光客実態調査報告書」沖縄県 (2017（平成 29) 年1月）

資料：「平成 28 年 3月入域観光客概況」沖縄県 (2016( 平成 28) 年 4月 )
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