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▮ 事業目的・業務背景

◆業務概要

沖縄県渡嘉敷村は、世界でも有数のダイビングスポットの美しい海、沖縄本島からのアクセスの良さ などの

理由により、年間 13 万人 を超える 観光客が足を運ぶ人気の観光地である。

また、平成 26 年 3 月 5 日「サンゴの日」 に渡嘉敷村 と座間味村からなる慶良間諸島が全国で 31 番目の

国立公園に指定されたことにより、島を訪れる観光客が年々増加する傾向にある。 特に外国人観光客は増加

しており、今後さらなる伸びが期待できる。 平成28年には、国立公園を世界水準のナショナルパークとしてブランド

化することを目的とした「国立公園満喫プロジェクト」に選定され、今まで以上に外国人観光客の受入推進が求め

られている。今後の全国各地の観光振興の取り組みによる観光客誘客競争の激化を見据え、前述した強みを活

かし、持続的に渡嘉敷村の観光を維持・発展させるために、 平成 29 年度は「渡嘉敷村観光振興計画（ 5 ヵ

年）」を策定した。

本事業では、平成 29 年に策定した「渡嘉敷村観光振興計画」に基づいて 、 村の観光客受入体制強化を推

進するとともに、狙うべきターゲット を設定し、それぞれのターゲットに適した観光誘客施策を実施する。

事業の提案については 、 観光振興計画 P30 「 3-3基本施策 と 取組み の体系 」 から、その事業との関連性、

必要性、 事業効果について明記する。 また 、 企画提案 及び事業の実施体制については、新型コロナウイルス

感染症の感染防止 、 感染拡大による影響等も十分に留意した上で実施する。

▮ 業務内容

１．観光受入体制整備

• 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

• 「渡嘉敷村ビーチ利用ルール協議会の企画運営」業務

• 「集落内看板制作設置」業務

• 「受入支援ツール基礎資料制作」業務

２．観光誘客業務

• 「ターゲットごとに有効な誘客施策」（PR動画制作）

• 「イベント出展等のサポート体制・サポート内容」

• 「観光PRツールの制作及び活用方法」

• 「渡嘉敷村既存の観光関連コンテンツ（デジタルコンテンツ）の活用方法」

契約期間:令和2年7月1日（水）～令和3年3月12日（金）

履行場所（主管箇所） :渡嘉敷村 観光産業課

＜実施方針＞

地域事業者（住民）との連携・協働した新たな受入体制整備と
質の高い誘客施策を通して、

渡嘉敷村の魅力・価値を100年に結（つむ）ぐ・繋げるよう取り組む

３．渡嘉敷村観光振興計画進行管理調査業務
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１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

0

1 契約関連（締結事務手続き等）

2 契約関連（精算業務等）

1

1

「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール
基礎資料作成」業務
①ガイド育成セミナー
②アンケート調査
 ・来島者向けアンケート
 ・WEBアンケート

2
「渡嘉敷村ビーチ利用ルール協議会
（仮称）の企画運営」業務

3 「集落内看板制作設置」業務

4 「受入支援ツール基礎資料制作」業務

業務内容

令和2年度

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

契約

観光受入体制整備

契約期間（想定）：令和2年7月1日～令和3年3月12日

協議会実施調整、準備

村役場との調整会議

各種調整、事前準備

まとめ・看板制作・設置

協議会① 協議会②

セミナー① セミナー② セミナー③

アンケート調査・基礎資料作成

会議① 会議②

看板安寧面制作・設置

実施なし

実施なし

アンケート調査（調査内容の調整、設計）

セミナー開催（各種調整、事前準備）

セミナー① セミナー② セミナー③

基礎資料作成

来島者向けアンケート：実査①、集計、まとめ WEBアンケート：実査②、集計、まとめ

看板設置会社との調整会議・看板安寧面デザイン制作

現地調査① 現地調査② 現地調査③ 現地調査④ 現地調査⑤

▮ 業務実績スケジュール

※「2.観光誘客業務」、「3.渡嘉敷村観光振興計画」、「4.実施計画書、実績報告書、支払関係及び

事業完了報告書の作成業務」については、次ページを参照ください。
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１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

▮ 業務実績スケジュール

※「0.契約」、「2.観光受入体制整備」については、前ページを参照ください。

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

2

1
「ターゲットごとに有効な誘客施策」
⇒PR動画制作

2
「イベント出展等のサポート体制・
サポート内容」

└
7 月→8月 マリンダイビングフェア
（東京）※イベント中止

└
10 月 横浜チャンプルーカーニバル
（神奈川）

└
10 月 ツーリズム EXPO ジャパン
（沖縄）

└ 11 月 北海道旅行博（北海道）

└ 11 月 離島フェア（沖縄）

└ 11 月 アイランダー（東京）

└ 2 月 福岡トラベラーズフェス（福岡）

3 「観光PRツールの制作及び活用方法」

└
とかしき島MAP(日本語）
⇒1/26付、制作部数の削減

└
とかしき島MAP(多言語）
⇒11/1付、英語版のみ制作。

└
PP袋
⇒10/1付、ファイルdeバッグへ製作変更。
⇒1/26付、ファイルdeバッグの制作見送。

└ PRうちわ

└
ポストカード
⇒1/26付、制作部数削減。

└
とかしきマラソン用PP袋
※7月16日時点、イベント中止決定。
⇒10/1付、女子旅折込みチラシへ制作変更。

└

村PR用ノベルティ
（マスク、トートバッグ）
⇒10/1付、マスク、トートバッグの増刷。
⇒1/26付、増刷の見送。

└ A2ポスター

└
A4クリアファイル
⇒10/1付、ファイルdeバッグへ製作変更。
⇒1/26付、ファイルdeバッグの制作見送。

4
「渡嘉敷村既存の観光関連コンテンツ
（デジタルコンテンツ）の活用方法」

3

1 渡嘉敷村観光振興計画進行管理調査

4

1 実施計画書の作成

2 実績報告書の作成

3 支払関係及び事業完了報告書の作成

12月 1月 2月 3月業務内容

令和2年度

6月 7月 8月 9月 10月 11月

実施計画書、実績報告書、支払関係及び
事業完了報告書の作成業務

観光誘客業務

渡嘉敷村観光振興計画

準備、イベント

第二回目：校正・印刷・納品第一回目：校正・印刷・納品

第一回目：校正・翻訳・印刷・納品

校正・印刷・納品

校正・印刷・納品

校正・印刷・納品

校正・印刷・納品

校正・印刷・納品

校正・印刷・納品

準備、イベント

準備、イベント

準備、イベント

準備、イベント

準備、イベント

準備、イベント

実施検討、設計、推進、まとめ ⇒今年度は活用までのスキームは検討せず、現状を整理・把握する業務に変更。

※イベント中止

校正・印刷・納品

出展なし

出展取止め

出展取止め

出展取止め

※オンラインにて出展

出展取止め

制作見送り

調査票内容調整・現地調査・集計

制作見送り

制作見送り

企画内容調整・モデル会社調整 撮影 動画・BGM制作 納品

校正・印刷・納品 準備、イベント未実施
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第一回 渡嘉敷村ガイド育成セミナー
～東村の取組を肴に、地域づくりと観光について語らう～

日時:令和２年12月26日（土）14:00～20:30

場所:渡嘉敷村役場２階大会議室

話題提供者:ホールアース自然学校沖縄校 がじゅまる自然学校 代表 小林 政文
やんばる自然塾代表取締役社⾧ 島袋 裕也

全体司会:株式会社JTB沖縄 山城 栄（運営事務局）

【第一部 14:00～17:30 ワークショップ形式】
１．セミナー開会
２．事業主体者 渡嘉敷村 観光産業課:尾崎 憲男（おざき のりお）より事業概要説明
３．小林氏による講話（詳細のタイムスケジュールは別紙参照）
４．質疑応答・振り返り等

【第二部 19:00～20:30 事例紹介・ワークショップ形式】
５．第二部セミナー開会
６．島袋氏による講話（詳細のタイムスケジュールは別紙参照）
７．質疑応答・振り返り・本日のまとめ等
８．運営事務局より事務連絡等
９．セミナー閉会

①ガイド育成セミナーの企画運営

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

（１）「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

▮ 業務実施内容

渡嘉敷村における観光ガイドの現状、訪島観光客のニーズを調査し、観光ガイドの育成の繋がるようなセミナー

（3回以上）を実施。セミナーで実施した内容が、より多くの島内事業者によって積極的に活用されるよう、

実用的な内容になるように工夫を図った。また、セミナーで実施した内容、島民・観光客の調査結果を1冊の冊子に

まとめ、基礎資料を作成した。
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【セミナー開催案内チラシ】

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【配布資料】

１．次第

令和 2 年度 渡嘉敷村観光誘客受入委託業務 

第一回 渡嘉敷村ガイド育成セミナー 

～東村の取組を肴に、地域づくりと観光について語らう～ 
セミナー進行次第 

 

  日時：令和２年 12 月 26 日（土）14：00～20：30

場所：渡嘉敷村役場２階大会議室

【第一部 14:00～17:30 ワークショップ形式】 
１．セミナー開会 

 

２．事業主体者 渡嘉敷村 観光産業課：尾崎 憲男（おざき のりお）より事業概要説明 

 

３．小林氏による講話（詳細のタイムスケジュールは別紙参照） 

 

４．質疑応答・振り返り等 

 

 

【第二部 19:00～20:30 事例紹介・ワークショップ形式】 
５．第二部セミナー開会 

 

６．島袋氏による講話（詳細のタイムスケジュールは別紙参照） 

 

７．質疑応答・振り返り・本日のまとめ等 

 

８．運営事務局より事務連絡等 

 

９．セミナー閉会 

話題提供者：小林 政文（こばやし まさふみ）

ホールアース自然学校沖縄校

           がじゅまる自然学校 代表

島袋 裕也（しまぶくろ ゆうや）

やんばる自然塾代表取締役社⾧

司会：山城 栄（やましろ さかえ）

運営事務局（株式会社JTB沖縄）

【配布資料】 

1. 本次第 

2. セミナータイムスケジュール 

3. 本事業目的・実施方針資料（今後の予定等） 

4.「エコツーリズムと地域振興」資料（やんばる自然塾提供） 

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【配布資料】

2．セミナータイムスケジュール

Lap セミナー内容

14:00 ～ 14:10 10 自己紹介、今日の目的、今日の流れ

14:10 ～ 14:20 10 ペーパータワー（説明4分、会議5分、実施1分）※1

14:20 ～ 14:35 15 4つの窓（名前や所属、普段の活動、参加理由）

14:35 ～ 14:45 10 ガイドとはどんな仕事か？

14:45 ～ 14:50 5 ガイドの役割＆ふりかえり

14:50 ～ 15:00 10 休憩

15:00 ～ 15:15 15 環境問題ブレスト

15:15 ～ 15:20 5 環境問題について調べる

15:20 ～ 15:30 10 環境問題の解決方法

15:30 ～ 15:40 10 意図開き

15:40 ～ 15:50 10 休憩

15:50 ～ 15:55 5 旅とは

15:55 ～ 16:05 10 情報発信と環境保全

16:05 ～ 17:05 60 ワールドカフェ ※2

17:05 ～ 17:30 25 ふりかえり

Lap セミナー内容

19:00 ～ 19:15 15 事業の説明・午前の共有

19:15 ～ 19:45 30 島袋氏講話

19:45 ～ 20:00 15 グループ共有

20:00 ～ 20:15 15 質疑応答

20:15 ～ 20:30 15 ふりかえり

時間

※1：ワールド・カフェとは、その名のとおり『カフェ』のようなリラックスした雰囲気の中で、少人数に分かれた
    テーブルで自由な対話を行い、他のテーブルとメンバーをシャッフルして対話を続けることにより、参加した
         全員の意見や知識を集めることができる対話手法の一つ。
※2：ペーパータワーとは、あらゆるジャンルの企業において、人材育成を目的とした研修に広く採用され、大まかな
        内容としては、20～30枚の紙を使用してタワーを作成し、その高さを複数のチームで競う中で、チーム内の一人
        一人が主体性を持ち、多様性を発揮できる場作りの手法の一つ。

渡嘉敷村ガイド育成セミナーの開催について

～東村の取組を肴に、地域づくりと観光について語らう～

12/26（土）第一部 14:00～17:30予定 ワークショップ形式
がじゅまる自然学校・小林氏によるセミナー

時間

12/26（土）第ニ部 19:00～20:30予定 事例紹介・ワークショップ形式
やんばる自然塾・島袋氏によるセミナー

１. 観光受入体制整備１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【配布資料】

3. 本事業目的・実施方針資料（今後の予定等）

▮ 渡嘉敷村観光誘客受入委託業務の背景、目的
沖縄県渡嘉敷村は、世界でも有数のダイビングスポットの美しい海、沖縄本島からのアクセスの良さ などの理由により、

年間 13 万人 を超える 観光客が足を運ぶ人気の観光地である。

また、平成 26 年 3 月 5 日「サンゴの日」 に渡嘉敷村 と座間味村からなる慶良間諸島が全国で 31 番目 の国立

公園に指定されたことにより、島を訪れる観光客が年々増加する傾向にある。 特に外国人観光客は増加しており、今後

さらなる伸びが期待できる。 平成28年には、国立公園を世界水準のナショナルパークとしてブランド化することを目的とし

た「国立公園満喫プロジェクト」に選定され、今まで以上に外国人観光客の受入推進が求められている。

今後の全国各地の観光振興の取り組みによる観光客誘客競争の激化を見据え、前述した強みを活かし、持続的に

渡嘉敷村の観光を維持・発展させるために、 平成 29 年度は「渡嘉敷村観光振興計画（ 5 ヵ年）」を策定した。

本事業では、平成 29 年に策定した「渡嘉敷村観光振興計画」に基づいて 、 村の観光客受入体制強化を推進す

るとともに、狙うべきターゲット を設定し、それぞれのターゲットに適した観光誘客施策を実施する。 事業の推進について

は 、 観光振興計画 P30 「 3-3基本施策 と 取組み の体系 」 から、その事業との 関連性、必要性、 事業効果を

鑑み実施する。

▮ 渡嘉敷村観光誘客受入委託業務の実施方針

地域住民（地域事業者含む）と連携・協働した新たな受入体制整備と
質の高い誘客施策を通して、地域づくりを基軸に

渡嘉敷村の魅力・価値を100年先に結（つむ）ぐ・繋げるよう取り組む

▮今後のセミナー、協議会開催予定

2021年1月下旬 ・第二回渡嘉敷村ガイド育成セミナー

（陸域での観光のニーズと実施方について ～西表島と沖縄本島の事例から～ ）

・第一回渡嘉敷村ビーチ利用協議会

2021年2月以降 ・第三回渡嘉敷村ガイド育成セミナー／村民向け受入体制・支援セミナー

①ガイド育成セミナーの企画運営

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務
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【第一回渡嘉敷村ガイド育成セミナー 参加者名簿】
団体・企業・組織名 備考・その他 第一部 第ニ部

1 池松 来 様 Sunny Coral、渡嘉敷自然塾 〇 〇

2 池松 友加 様 Sunny Coral、渡嘉敷自然塾 〇

3 金城 肇 様 民宿ゆうなぎ荘、渡嘉敷自然塾 〇 〇

4 與儀 滝太 様
独立行政法人国立青少年教育振興機構

国立沖縄青少年交流の家
事業推進係員（企画指導担当） 〇

5 星崎 浩一 様 （有）シーフレンド ダイビングインストラクター 〇 〇

6 田中 守 様 一般社団法人渡嘉敷村観光協会 途中離席。 〇

7 松本 晃 様 環境省 慶良間自然保護官事務所 自然保護官 〇 〇

8 土井 裕樹 様 リーフイン国吉 島の成⾧を見たい。盛り上げたい。 〇

9 松井 喜貴 様 トミーパーラー ガイド業に興味あり。 〇

10 山岡 晴佳 様 シーフレンドJr（ちゅるおかや）
環境問題、国立公園、

マクロビオティックに興味あり。
〇

合計 9名 5名

延べ合計

氏名

10名

【配布資料】

４．「エコツーリズムと地域振興」資料（やんばる自然塾提供）

①ガイド育成セミナーの企画運営

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

個人情報のため
お名前等はふせております。
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【会場設営の様子】

【セミナーの様子】

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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日時:令和３年1月26日（火）13:30～20:30

場所:渡嘉敷村中央公民館１階ホール

話題提供者:ホールアース自然学校沖縄校 がじゅまる自然学校 代表 小林 政文
くまのみ自然学校 伊谷 玄

全体司会:株式会社JTB沖縄 山城 栄（運営事務局）

【第一部 13:30～16:30 ワークショップ形式】
１．セミナー開会
２．事業主体者 渡嘉敷村 観光産業課:尾崎 憲男（おざき のりお）より事業概要説明
３．小林氏による講話（詳細のタイムスケジュールは別紙参照）
４．質疑応答・振り返り等

【第二部 19:00～20:30 事例紹介・ワークショップ形式】
５．第二部セミナー開会
６．伊谷氏による講話（詳細のタイムスケジュールは別紙参照）
７．質疑応答・振り返り・本日のまとめ等
８．運営事務局より事務連絡等
９．セミナー閉会

【セミナー開催案内チラシ】

第二回 渡嘉敷村ガイド育成セミナー
～名護市や西表島の陸域体験観光の事例共有、取組方について～

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【配布資料】

１．次第

令和 2 年度 渡嘉敷村観光誘客受入委託業務 

第二回 渡嘉敷村ガイド育成セミナー 

～名護市や西表島の陸域体験観光の事例共有、取組方について～ 
セミナー進行次第 

 

  日時：令和 3 年 1 月 26 日（火）13：30～20：30

場所：渡嘉敷村役場２階大会議室
※参加人数で変更になる場合あり

【第一部 13:30～16:30 ワークショップ形式】 
１．セミナー開会 

 

２．事業主体者 渡嘉敷村 観光産業課：尾崎 憲男（おざき のりお）より事業概要説明 

 

３．小林氏による講話（詳細のタイムスケジュールは別紙参照） 

 

４．質疑応答・振り返り等 

 

 

【第二部 19:00～20:30 事例紹介・ワークショップ形式】 
５．第二部セミナー開会 

 

６．伊谷氏による講話（詳細のタイムスケジュールは別紙参照） 

 

７．質疑応答・振り返り・本日のまとめ等 

 

８．運営事務局より事務連絡等 

 

９．セミナー閉会 

話題提供者：小林 政文（こばやし まさふみ）

ホールアース自然学校沖縄校

           がじゅまる自然学校 代表

伊谷 玄（いたに げん）

くまのみ自然学校

司会：山城 栄（やましろ さかえ）

運営事務局（株式会社JTB沖縄）

【配布資料】 

1. 本次第 

2. セミナータイムスケジュール 

3. 本事業目的・実施方針資料（今後の予定等） 

4. くまのみ自然学校のプログラム資料 
※その他 、当日追 加になる 場合 もございま す。 

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【配布資料】

2．セミナータイムスケジュール

事例紹介・ワークショップ（ワールド・カフェ）形式 ※1

Lap セミナー内容

13:30 ～ 13:40 10 自己紹介、今日の目的、今日の流れ

13:40 ～ 13:50 10 ペーパータワー（説明4分、会議5分、実施1分）※2

13:50 ～ 14:00 10 4つの窓（名前や所属、普段の活動、参加理由）

14:00 ～ 14:15 15
第一回セミナーの共有

～ガイドとはどんな仕事か？ガイドの役割について等～

14:15 ～ 14:30 15 事例紹介（沖縄本島）

14:30 ～ 15:00 30 渡嘉敷島のいいところ（素材を出し合う）

15:00 ～ 15:10 10 休憩

15:10 ～ 15:25 15 プログラム作りについて その①～動画視聴と作り方～

15:25 ～ 16:10 45 プログラム作りについて その②～つくってみよう～

16:10 ～ 16:30 20 振り返り

※参加者への通知無く、内容が変更になる場合もございます。

Lap セミナー内容

19:00 ～ 19:15 15 事業の説明・午前の共有

19:15 ～ 20:05 50 伊谷氏講話（西表島の事例紹介等）

20:05 ～ 20:20 15 グループ共有

20:20 ～ 20:25 5 質疑応答

20:25 ～ 20:30 5 振り返り

※参加者への通知無く、内容が変更になる場合もございます。

時間

※1：ワールド・カフェとは、その名のとおり『カフェ』のようなリラックスした雰囲気の中で、少人数に分かれた
    テーブルで自由な対話を行い、他のテーブルとメンバーをシャッフルして対話を続けることにより、参加した
         全員の意見や知識を集めることができる対話手法の一つ。
※2：ペーパータワーとは、あらゆるジャンルの企業において、人材育成を目的とした研修に広く採用され、大まかな
        内容としては、20～30枚の紙を使用してタワーを作成し、その高さを複数のチームで競う中で、チーム内の一人
        一人が主体性を持ち、多様性を発揮できる場作りの手法の一つ。

第二回 渡嘉敷村ガイド育成セミナーの開催について

～名護市や西表島の陸域体験観光の事例共有、取組方について～

令和3年 1/26（火）第一部 13:30～16:30予定

がじゅまる自然学校・小林氏によるセミナー

時間

令和3年 1/26（火）第ニ部 19:00～20:30予定 事例紹介・ワークショップ形式

くまのみ自然学校・伊谷氏によるセミナー

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【配布資料】

3. 本事業目的・実施方針資料（今後の予定等）

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営

▮ 渡嘉敷村観光誘客受入委託業務の背景、目的
沖縄県渡嘉敷村は、世界でも有数のダイビングスポットの美しい海、沖縄本島からのアクセスの良さ などの理由により、

年間 13 万人 を超える 観光客が足を運ぶ人気の観光地である。

また、平成 26 年 3 月 5 日「サンゴの日」 に渡嘉敷村 と座間味村からなる慶良間諸島が全国で 31 番目 の国立

公園に指定されたことにより、島を訪れる観光客が年々増加する傾向にある。 特に外国人観光客は増加しており、今後

さらなる伸びが期待できる。 平成28年には、国立公園を世界水準のナショナルパークとしてブランド化することを目的とし

た「国立公園満喫プロジェクト」に選定され、今まで以上に外国人観光客の受入推進が求められている。

今後の全国各地の観光振興の取り組みによる観光客誘客競争の激化を見据え、前述した強みを活かし、持続的に

渡嘉敷村の観光を維持・発展させるために、 平成 29 年度は「渡嘉敷村観光振興計画（ 5 ヵ年）」を策定した。

本事業では、平成 29 年に策定した「渡嘉敷村観光振興計画」に基づいて 、 村の観光客受入体制強化を推進す

るとともに、狙うべきターゲット を設定し、それぞれのターゲットに適した観光誘客施策を実施する。 事業の推進について

は 、 観光振興計画 P30 「 3-3基本施策 と 取組み の体系 」 から、その事業との 関連性、必要性、 事業効果を

鑑み実施する。

▮ 渡嘉敷村観光誘客受入委託業務の実施方針

地域住民（地域事業者含む）と連携・協働した新たな受入体制整備と
質の高い誘客施策を通して、地域づくりを基軸に

渡嘉敷村の魅力・価値を100年先に結（つむ）ぐ・繋げるよう取り組む

▮今後のセミナー、協議会開催予定

2021年2月以降 ①第三回渡嘉敷村ガイド育成セミナー（確定）

日時:令和3年2月17日（水）・ 18日（木）の2日間

場所:渡嘉敷村役場２階大会議室

内容:ホールアース自然学校・小林氏の進行による対話形式セミナーと

フィールドワークを予定

②村民向け受入体制・支援セミナー（予定）

③渡嘉敷村ビーチ利用協議会 実施報告会（予定）
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【配布資料】

４．くまのみ自然学校のプログラム資料

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【配布資料】

４．くまのみ自然学校のプログラム資料

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【第二回渡嘉敷村ガイド育成セミナー 参加者名簿】

団体・企業・組織名 備考・その他 第一部 第ニ部
1 金城 肇 様 民宿ゆうなぎ荘、渡嘉敷自然塾 〇 〇

2 池松 来 様 Sunny Coral、渡嘉敷自然塾 〇 〇

3 池松 友加 様 Sunny Coral、渡嘉敷自然塾 〇 〇

4 森野 淳 様
アイランズトリップ

ケラマバックパッカーズ
〇

5 嶋岡 美貴 様
アイランズトリップ

ケラマバックパッカーズ
〇 〇

6 亀井 優 様 カメカメハウス
旧ペンション マリンパレス

15:10退席
〇

7 國吉 真之助 様 アイランドマリンサービス（IMS) 〇 〇

8 ノセ トミコ アイランドマリンサービス（IMS) 〇

9 白須賀 潤 様 アイランドマリンサービス（IMS)/（株）丸二商会 〇

10 福島 舞 様 渡嘉敷村青少年旅行村 阿波連キャンプ場管理 〇 〇

11 大城 協子 様 シーフレンド 〇

12 内田 真美 様 シーフレンド 〇

13 坂田 明子 様 渡嘉敷島留学わらびや 〇 〇

14 土井 裕樹 様 リーフイン国吉 〇

15 国吉 晴大 様 リーフイン国吉 〇

16 フェヘイラ・ライス・トミエ 様 （有）とかしくマリンビレッジ 〇 〇

17 中村 めぐ美 様 アロハレンタ企画 〇 〇

18 松井 喜貴 様 トミーパーラー 〇 〇

19 酒向 香澄 様 トミーパーラー 〇

20 與儀 滝太 様 国立沖縄青少年交流の家 16:00退席 〇

21 諸見謝 尚 様 国立沖縄青少年交流の家 〇

22 國仲 貴光 様 国立沖縄青少年交流の家 〇

23 三富 虎太郎 様 国立沖縄青少年交流の家 〇

24 三石 裕弥香 様 環境省 慶良間自然保護官事務所 自然保護官補佐 〇

25 坂本 浩明 様 Bar Ni-Bui 〇

26 明野 清 様 〇

合計 22名 14名

延べ合計

氏名

26名

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営

個人情報のため
お名前等はふせております。
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【会場設営・コロナ感染防止対策の様子】

【セミナーの様子】

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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日時:令和3年2月18日（木）～2月19日（金）

場所:国立沖縄青少年交流の家 講堂及び屋外施設内

話題提供者・進行役:ホールアース自然学校沖縄校 がじゅまる自然学校 代表 小林 政文

ゲスト協力者:くまのみ自然学校 伊谷 玄
やんばる自然塾代表取締役社⾧ 島袋 裕也

全体司会:株式会社JTB沖縄 山城 栄（運営事務局）

【第一部 2/18（木）14:00～17:30予定 ワークショップ（ワールド・カフェ）形式】
テーマ:「ガイドスキル・インタープリテーションとは?」

１．第一部セミナー開会
２．事業主体者 渡嘉敷村 観光産業課:課⾧ 玉城 広喜（たまき ひろき）より事業概要説明
３．小林氏による講話（詳細のタイムスケジュールは別紙参照）
４．質疑応答・振り返り等
５．運営事務局より事務連絡等
６．第一部セナー閉会

【第二部 2/19（金）9:30～12:30予定 フィールドワーク形式 ※交流の家付近での現地研修】
テーマ:「ガイドスキル・インタープリテーションを現場でリアルに体感」

１．第二部セミナー開会
２．事業主体者 渡嘉敷村 観光産業課:尾崎 憲男（おざき のりお）より事業概要説明
３．小林氏によるこれまでの振り返り、フィールドワークに向けた説明、グループ分け等
４．質疑応答・振り返り・本日のまとめ等
５．運営事務局より事務連絡等
６．第二部セミナー閉会

【第三部 2/19（金）15:30～18:00予定 意見交換会／一部ワールド・カフェ形式】
テーマ:「他地域事例から渡嘉敷島の現状や今後を語らう」

１．第三部セミナー開会
２．事業主体者 渡嘉敷村 観光産業課:尾崎 憲男（おざき のりお）より事業概要説明
３．参加者全員での意見交換
４．質疑応答・振り返り・本日のまとめ等
５．運営事務局より事務連絡等
６．第三部セミナー閉会

第三回 渡嘉敷村ガイド育成セミナー
～ガイドスキル・インタープリテーションを頭と体でリアルに体感～

～地域事例から渡嘉敷島の現状や今後を語らう～

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【セミナー開催案内チラシ】

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【配布資料】

１．次第

令和 2 年度 渡嘉敷村観光誘客受入委託業務 

第三回 渡嘉敷村ガイド育成セミナー 

～ガイドスキル・インタープリテーションを頭と体でリアルに体感～ 

～他地域事例から渡嘉敷島の現状や今後を語らう～ 
セミナー進行次第 

 

  日時：令和 3 年 2 月 18 日（木）～2 月 19 日（金）

場所：国立沖縄青少年交流の家 講堂及び屋外施設内

【第一部 2/18（木）14：00～17：30予定 ワークショップ（ワールド・カフェ）形式】 

テーマ：「ガイドスキル・インタープリテーションとは？」 

１．第一部セミナー開会 

２．事業主体者 渡嘉敷村 観光産業課：尾崎 憲男（おざき のりお）より事業概要説明 

３．小林氏による講話（詳細のタイムスケジュールは別紙参照） 

４．質疑応答・振り返り等 

５．運営事務局より事務連絡等 

６．第一部セミナー閉会 

 

【第二部 2/19（金）9：30～12：30予定 フィールドワーク形式 ※交流の家付近での現地研修】 

テーマ：「ガイドスキル・インタープリテーションを現場でリアルに体感」 
１．第二部セミナー開会 

２．事業主体者 渡嘉敷村 観光産業課：尾崎 憲男（おざき のりお）より事業概要説明 

３．小林氏によるこれまでの振り返り、フィールドワークに向けた説明、グループ分け等 

４．質疑応答・振り返り・本日のまとめ等 

５．運営事務局より事務連絡等 

６．第二部セミナー閉会 

 

【第三部 2/19（金）15：30～18：00予定 意見交換会／一部ワールド・カフェ形式】 

テーマ：「他地域事例から渡嘉敷島の現状や今後を語らう」 
１．第三部セミナー開会 

２．事業主体者 渡嘉敷村 観光産業課：尾崎 憲男（おざき のりお）より事業概要説明 

３．参加者全員での意見交換  

４．質疑応答・振り返り・本日のまとめ等 

５．運営事務局より事務連絡等 

６．第三部セミナー閉会 

話題提供者・進行役：小林 政文（こばやし まさふみ）／ ホールアース自然学校沖縄校・がじゅまる自然学校 代表 

ゲ ス ト 協 力 者 ：伊谷 玄（いたに げん）／ くまのみ自然学校 

島袋 裕也（しまぶくろ ゆうや）／ やんばる自然塾代表取締役社⾧ 

全   体   司   会 ：山城 栄（やましろ さかえ） ／ 運営事務局（株式会社JTB沖縄） 

 

【配布資料】※その他 、当日追加に なる 場合 もご ざいます。  

1. 本次第 

2. セミナータイムスケジュール 

3. 本事業目的・実施方針資料（今後の予定等） 

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【配布資料】

2．セミナータイムスケジュール

Lap セミナー内容

14:00 ～ 14:10 10 事業の説明、自己紹介、今日の目的、今日の流れ

14:10 ～ 14:20 10 ペーパータワー（説明4分、会議5分、実施1分）※2

14:20 ～ 14:30 10 4つの窓（名前や所属、普段の活動、参加理由）

14:30 ～ 14:45 15
第一回セミナーの共有

～ガイドとはどんな仕事か？ガイドの役割について等～

14:45 ～ 15:00 15
第二回セミナーの共有

～プログラム作りについて等～

15:00 ～ 15:10 10 休憩

15:10 ～ 16:05 55

インタープリテーションについて

・想いを伝える  ・コミュニケーションが大切

・対象者理解

16:05 ～ 16:15 10 休憩

16:15 ～ 17:10 55
インタープリテーションについて

・聴く  ・体験させる  ・発見させる

17:10 ～ 17:30 20 振り返り

※参加者への通知無く、内容が変更になる場合もございます。

※1：ワールド・カフェとは、その名のとおり『カフェ』のようなリラックスした雰囲気の中で、少人数に分かれた

    テーブルで自由な対話を行い、他のテーブルとメンバーをシャッフルして対話を続けることにより、参加した

          全員の意見や知識を集めることができる対話手法の一つ。

※2：ペーパータワーとは、あらゆるジャンルの企業において、人材育成を目的とした研修に広く採用され、大まかな

          内容としては、20～30枚の紙を使用してタワーを作成し、その高さを複数のチームで競う中で、チーム内の一人

          一人が主体性を持ち、多様性を発揮できる場作りの手法の一つ。

令和3年 2/18（木）第一部 14:00～17:30予定

ワークショップ（ワールド・カフェ ※1）形式

～ガイドスキル・インタープリテーションとは？～
ホールアース自然学校沖縄校 がじゅまる自然学校・小林氏によるセミナー

第三回 渡嘉敷村ガイド育成セミナーの開催について

時間

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【配布資料】

2．セミナータイムスケジュール 2021/2/15

Lap セミナー内容

9:30 ～ 9:40 10 事業の説明、自己紹介、今日の目的、今日の流れ

9:40 ～ 9:50 10 第一～三回育成セミナー振り返り

9:50 ～ 9:55 5 グループ分け

9:55 ～ 10:10 15 フィールドまで移動

10:10 ～ 11:50 100
前日（2/18）のインタープリテーションについての

セミナーを受けて 屋外での現地研修

11:50 ～ 12:15 25 集合場所まで移動後、休憩

12:15 ～ 12:30 15 振り返り
※参加者への通知無く、内容が変更になる場合もございます。

Lap セミナー内容

15:30 ～ 15:40 10 事業の説明、自己紹介、今日の目的、今日の流れ

15:40 ～ 15:55 15
午前のフィールドワーク共有

第一～三回育成セミナー振り返り等

15:55 ～ 16:35 40
これまで実施したセミナー、フィールドワークを受けて

意見交換

16:35 ～ 16:45 10 休憩

16:45 ～ 17:15 30
次年度以降のセミナーの在り方等

意見交換

17:15 ～ 17:30 15 振り返り、まとめ

※参加者への通知無く、内容が変更になる場合もございます。

時間

※1：今回のフィールドワークは、インタープリテーションについてのセミナーを受けて、実際の屋外でのフィールドで
    現地研修を実施。
※2：ワールド・カフェとは、その名のとおり『カフェ』のようなリラックスした雰囲気の中で、少人数に分かれた
    テーブルで自由な対話を行い、他のテーブルとメンバーをシャッフルして対話を続けることにより、参加した
          全員の意見や知識を集めることができる対話手法の一つ。

第三回 渡嘉敷村ガイド育成セミナーの開催について
令和3年 2/19（金）第二部 9:30～12:30予定

フィールドワーク ※1

～ガイドスキル・インタープリテーションを現場でリアルに体感～
      （案内人）ホールアース自然学校沖縄校 がじゅまる自然学校・小林氏

                   （ゲスト参加者）やんばる自然塾・島袋氏

                        くまのみ自然学校・伊谷氏

時間

令和3年 2/19（金）第三部 15:30～18:00予定

意見交換会（一部ワールド・カフェ ※2）

～他地域事例から渡嘉敷島の現状や今後を語らう～

ホールアース自然学校沖縄校 がじゅまる自然学校・小林氏による進行

（ゲスト参加者）やんばる自然塾・島袋氏

         くまのみ自然学校・伊谷氏

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【配布資料】

3. 本事業目的・実施方針資料（今後の予定等）

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営

▮ 渡嘉敷村観光誘客受入委託業務の背景、目的
沖縄県渡嘉敷村は、世界でも有数のダイビングスポットの美しい海、沖縄本島からのアクセスの良さ などの理由により、

年間 13 万人 を超える 観光客が足を運ぶ人気の観光地である。

また、平成 26 年 3 月 5 日「サンゴの日」 に渡嘉敷村 と座間味村からなる慶良間諸島が全国で 31 番目 の国立

公園に指定されたことにより、島を訪れる観光客が年々増加する傾向にある。 特に外国人観光客は増加しており、今後

さらなる伸びが期待できる。 平成28年には、国立公園を世界水準のナショナルパークとしてブランド化することを目的とし

た「国立公園満喫プロジェクト」に選定され、今まで以上に外国人観光客の受入推進が求められている。

今後の全国各地の観光振興の取り組みによる観光客誘客競争の激化を見据え、前述した強みを活かし、持続的に

渡嘉敷村の観光を維持・発展させるために、 平成 29 年度は「渡嘉敷村観光振興計画（ 5 ヵ年）」を策定した。

本事業では、平成 29 年に策定した「渡嘉敷村観光振興計画」に基づいて 、 村の観光客受入体制強化を推進す

るとともに、狙うべきターゲット を設定し、それぞれのターゲットに適した観光誘客施策を実施する。 事業の推進について

は 、 観光振興計画 P30 「 3-3基本施策 と 取組み の体系 」 から、その事業との 関連性、必要性、 事業効果を

鑑み実施する。

▮ 渡嘉敷村観光誘客受入委託業務の実施方針

地域住民（地域事業者含む）と連携・協働した新たな受入体制整備と
質の高い誘客施策を通して、地域づくりを基軸に

渡嘉敷村の魅力・価値を100年先に結（つむ）ぐ・繋げるよう取り組む

▮今後のセミナー、協議会開催予定

■渡嘉敷村ビーチ利用ルール協議会（報告会）

日時:2月最終週 もしくは、3月第一週（予定）

場所:渡嘉敷村役場２階大会議室（予定）

内容:1/27（水）実施の協議会で議論した「渡嘉志久ビーチ注意喚起看板」の制作、

設置状況について
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【第三回渡嘉敷村ガイド育成セミナー 参加者名簿】
団体・企業・組織名 備考・その他 第一部 第ニ部 第三部

1 金城 肇 様 民宿ゆうなぎ荘、渡嘉敷自然塾 〇 〇 〇

2 池松 来 様 Sunny Coral、渡嘉敷自然塾 〇 〇 〇

3 池松 友加 様 Sunny Coral、渡嘉敷自然塾 〇 〇 〇

4 森野 淳 様
アイランズトリップ

ケラマバックパッカーズ
〇 〇

5 嶋岡 美貴 様
アイランズトリップ

ケラマバックパッカーズ
〇 〇 〇

6 亀井 優 様 カメカメハウス 旧ペンション マリンパレス 〇

7 國吉 真之助 様 アイランドマリンサービス（IMS) 〇 〇 〇

8 坂田 明子 様 渡嘉敷島留学わらびや 〇 〇 〇

9 國仲 貴光 様 国立沖縄青少年交流の家 〇

10 木島 悠太郎 様 SPORTPIA 〇 〇 〇

11 中村 めぐ美 様 アロハレンタ企画 二部：10:00から参加、三部：16:05退席 〇 〇 〇

12 三石 裕弥香 様 環境省 慶良間自然保護官事務所 〇

13 大城 協子 様 シーフレンド 〇 〇

14 明野 清 様 〇

合計 10名 11名 11名

延べ合計

氏名

14名

【配布資料】

4.ガイド育成セミナーアンケート
  第三回渡嘉敷村ガイド育成セミナーアンケート  

（  第一部  ／  第二部  ／  第三部  ） 
 

本日は渡嘉敷村ガイド育成セミナーにご参加いただき、誠にありがとうございました。以下のアンケートへのご協力

をお願い致します。本アンケートは、今後のセミナー、会議の進め方はじめ本事業実施に関する参考データとして 

使用することを目的としています。収集した情報を公開する場合は、匿名にて行います。 

 

お名前（任意記入）:                                          
 

１．本日のセミナーについて   ※該当するいづれかに〇をつけてください。 

a. 参加してよかった 

b. どちらでもない 

c. 参加しなければよかった 

 

2．問１について「c.参加しなければよかった」と選択された方にお伺いします。その理由をお聞かせください。 

a. 内容に興味が持てなかった 

b. 内容に不満があった 

c. その他（                                             ） 

※a～c を選んだ理由を具体的にご記入ください↓ 

 

 

 

3.本事業では計 3 回のガイド育成セミナーを実施しました。セミナーに参加して感じたことや良かったこと、 

アクションを起こしたいと思ったこと等、該当するものに〇をつけてください（複数回答可）。 

 また、選んだ理由もお聞かせください。 

a. ガイド業に興味がわいた。 

b. ガイド業をやってみたい。 

c. 村内の事業者、村民同士で意見交換ができて、繋がりができた。 

d. 村外で活躍するガイドとの意見交換ができて、繋がりができた。 

e. 特に何も感じなかった。 

f. その他（                                             ） 

※a～f を選んだ理由を具体的にご記入ください↓ 

 

 

 

4．今後のセミナー、会議等について、進め方や開催時期・時間・場所のご要望があればお聞かせください。 

また、村民が参加しやすい内容、方法等、その他お気づきの点をご記入ください。 

 

 

 

 

 

～ご協力ありがとうございました～ 

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営

個人情報のため
お名前等はふせております。
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【第一部 屋内セミナーの様子】

【会場設営の様子】

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【第二部 屋外フィールドワークの様子】

【第三部 意見交換会の様子】

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【ガイド育成セミナーアンケート】

  第三回渡嘉敷村ガイド育成セミナーアンケート  

（  第一部  ／  第二部  ／  第三部  ） 
 

本日は渡嘉敷村ガイド育成セミナーにご参加いただき、誠にありがとうございました。以下のアンケートへのご協力

をお願い致します。本アンケートは、今後のセミナー、会議の進め方はじめ本事業実施に関する参考データとして 

使用することを目的としています。収集した情報を公開する場合は、匿名にて行います。 

 

お名前（任意記入）:                                          
 

１．本日のセミナーについて   ※該当するいづれかに〇をつけてください。 

a. 参加してよかった 

b. どちらでもない 

c. 参加しなければよかった 

 

2．問１について「c.参加しなければよかった」と選択された方にお伺いします。その理由をお聞かせください。 

a. 内容に興味が持てなかった 

b. 内容に不満があった 

c. その他（                                             ） 

※a～c を選んだ理由を具体的にご記入ください↓ 

 

 

 

3.本事業では計 3回のガイド育成セミナーを実施しました。セミナーに参加して感じたことや良かったこと、 

アクションを起こしたいと思ったこと等、該当するものに〇をつけてください（複数回答可）。 

 また、選んだ理由もお聞かせください。 

a. ガイド業に興味がわいた。 

b. ガイド業をやってみたい。 

c. 村内の事業者、村民同士で意見交換ができて、繋がりができた。 

d. 村外で活躍するガイドとの意見交換ができて、繋がりができた。 

e. 特に何も感じなかった。 

f. その他（                                             ） 

※a～f を選んだ理由を具体的にご記入ください↓ 

 

 

 

4．今後のセミナー、会議等について、進め方や開催時期・時間・場所のご要望があればお聞かせください。 

また、村民が参加しやすい内容、方法等、その他お気づきの点をご記入ください。 

 

 

 

 

 

～ご協力ありがとうございました～ 

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【ガイド育成セミナー アンケート集計結果】

延べ参加人数14名中8名から回収（回収率:57％）

Q1. 本日のセミナーについて
項目 回答数 構成比

a 参加してよかった 8 100%
b どちらでもない 0 0%
c 参加しなければよかった 0 0%

合計 8 100%

Q2. Q1にて「c. 参加しなければよかった」と選択された方へ、その理由をお聞かせください。
※Q1のアンケート回答者全員が「参加してよかった」と選択されたため、該当無し。

Q3-1. 本事業では計3回のガイド育成セミナーを実施しました。セミナーに参加して感じたことや良かったこと、
アクションを起こしたいと思ったこと等、該当するものに〇をつけてください（複数回答可）。

項目 回答数 構成比
a ガイド業に興味がわいた 4 19%
b ガイド業をやってみたい 2 10%
c 村内の事業者、村民同士で意見交換ができて、繋がりができた 8 38%
ｄ 村外で活躍するガイドとの意見交換ができて、繋がりができた 7 33%
e 特に何も感じなかった 0 0%
f その他 0 0%

合計 21 100%

Q3-2. a～fを選んだ理由を具体的にご記入ください。

・井の中の蛙になりがち。
・いつもはなかなか話す機会がないし、この様な話はしないので、話ができて良かった。
・観光業の質は、関わる人の質につきる。特別な自然の素材を持つ渡嘉敷だからこそ関わる人の質を高めたい。
その意味で繋がりが重要。

・村内に良い友人、仲間ができた。また講師の方々の努力が聞けたのでとても参考になった。
・ガイドを軸にグループワークなどを通し、村内の方といろいろ話をする機会が多くあり、聞くだけの講義より良かった。
・セミナーに参加し、日頃の悩みであったことがリフレッシュできた。
・2年に1度程、小林氏の講座があると嬉しい。もう一か所、フィールドワークしたいと思うほどよかった。

Q4． 今後のセミナー、会議等について、進め方や開催時期・時間・場所のご要望があればお聞かせください。
また、村民が参加しやすい内容、方法等、その他お気づきの点をご記入ください。

・平日が参加しやすいので、今回のような形でまた開催してほしい。
・開催時期は問題無し。現地集合でも良いので他の地域に出向き、もっと先生方のフィールドの良さの伝え方を
現地で勉強したいと思った。まずは本島やんばる国立公園、西表などで、一週間、3泊4日等の⾧期研修も
あったら良いと感じた。タイミング合えば自費でも参加したい。

・継続した機会の創出。
・今のようなコロナ禍で暇な時間を活用しての開催が良い。子供を持つ家庭では9～17時での開催が助かる。
・セミナーの開催を村内放送や口コミなどで、もっと積極的に村民に周知し、多くの方の参加を促してほしい。
・セミナー等の形にこだわらず、観光ガイドを軸にした集まる機会をより持ちたい。
・村民が村の歴史や集落のこと、自然のことを学び知識を身につける、年間で学べる育成プログラムを作ってほしい。
・今回のようなセミナーをより多く開催してほしい。目標は村民のみんながガイドに、を目指したい。
・良いセミナーなのに、何故、村民は参加しないのだろう。今回の参加者が知り合い等を誘う等あってよいのでは。

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営
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【ガイド育成ツール基礎資料 ～渡嘉敷村ガイドスキルブック～】
■仕様［印刷:4/4c サイズ:8貢 仕上りA4・展開A3 素材:コート紙（76.5kg）

加工:断裁、中綴じ製本］

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

①ガイド育成セミナーの企画運営

【制作内容一部抜粋】
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②アンケート調査（来島者向けアンケート調査）

調査目的 渡嘉敷村の観光実態を把握し、来島する観光客の皆様により満足していただける
魅力的な観光地を作る目的で実施

調査時期 2020年11月20日（金）～23日（月）

調査場所 渡嘉敷港旅客待合所及びフェリーとかしき船内

調査対象者 渡嘉敷村を訪れる日本人観光客

調査手法 ・ASPアンケート（WEB画面で回答するアンケート）
・アンケートに遷移するQRコードが記載された用紙を、渡嘉敷港にて提示配布

調査員数 4名（初日の20日は5名体制にて実施）

目標サンプル数 200サンプル

有効サンプル数 241サンプル（対目標120％）

設問数 30問（回答者によってご回答頂く数は異なる）
※基本設問、スクリーニング含む

※アンケート回答者へノベルティ（オリジナルマスク・トートバッグ／各2種計4つの中から1つ）を提供

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

（１）「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

第一回 来島者向けアンケート調査 実施概要

【QRコード記載用紙】 【アンケート調査の様子】
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■「来島者向けアンケート調査」 設問事項

設 問 事 項
F1 あなたの性別をお答えください。（お答えは1つ）※自認する性別でお答えください。
F2 あなたの年齢をお答えください。（お答えは1つ）
F3 あなたのお住まいの地域をお答えください。（お答えは1つ）

Q1 あなたは通常平均、1年に何回程度、国内旅行に行かれますか。（お答えは1つ）
※過去5年間（2015年～2020年）の平均回数をお答えください。

Q2 あなたの普段の旅行の形態はどのようなタイプが最も多いですか。（お答えは1つ）
Q3 あなたは普段旅行をする際に、どのような情報源を利用していますか。（複数回答可）

Q4 沖縄県外よりお越しの方にお聞きします。
今回の来沖を除き、あなたはこれまでに沖縄県に何回来たことがありますか。（お答えは１つ）

Q5 今回の沖縄旅行の日程を教えてください。（お答えは１つ）
Q6 今回の来島を除き、あなたはこれまでに渡嘉敷島へは何回来たことがありますか。（お答えは1つ）

Q7 以前に渡嘉敷島に来たことがある方にお聞きします。
これまで渡嘉敷島に訪れたことのある時期をお選びください。（複数回答可）

Q8 あなたが以前、渡嘉敷島に訪れたことのあるのは直近でいつ頃ですか。（お答えは1つ）
Q9 あなたは、今回訪れる前から渡嘉敷島をご存知でしたか。（お答えは1つ）
Q10 あなたが、渡嘉敷島を最初に知ったきっかけとなった情報源を教えてください。（複数回答可）
Q11 最初に渡嘉敷島を知った時、あなたはどんなイメージをお持ちになりましたか。（複数回答可）
Q12 今回、渡嘉敷島に行くことを決めた一番の決め手となった情報源は何ですか。（お答えは1つ）
Q13 乗船券売場において、デジタルサイネージで渡嘉敷島の観光情報を見ましたか。（お答えは1つ）
Q14 今回の旅行の形態はどのようなタイプですか。（お答えは1つ）
Q15 今回の渡嘉敷島への旅行日程を教えてください。（お答えは1つ）

Q16 今回、渡嘉敷島への旅行には、誰と一緒にお越しになりましたか。あてはまるものをお選びください。
（お答えは1つ）

Q17 渡嘉敷島の次の観光スポットで、あなたがご存じの場所をお答えください。
また、今回訪れた場所をお答えください。（複数回答可）

Q18

今回の渡嘉敷島への旅行での、「交通費（※）及び宿泊費（※）」「渡嘉敷島での飲食費」「渡嘉敷島での
スポーツアクティビティ等のレジャー費用」について、それぞれ1人あたりの費用を教えてください。
（お答えはそれぞれ1つ）
※交通費は渡嘉敷島内のみの金額をお答えください（那覇、渡嘉敷島間の船代は含まない）。
※宿泊費は、Gotoトラベルキャンペーン割引を利用された場合、割引前の金額をお答えください。

Q19 渡嘉敷島で体験されたスポーツアクティビティ等は具体的にどのような体験をされたか教えてください。
（複数回答可）

Q20 お土産を買わなかった理由を教えてください。（複数回答可）
Q21 あなたが、今回渡嘉敷島で訪れた場所でインスタ映えすると思った場所をお答えください。（複数回答可）
Q22 今回の渡嘉敷島への旅行で島内の移動手段は主に何をご利用になりましたか。（お答えは1つ）
Q23 以下の項目について、今回の渡嘉敷島への旅行での満足度をお答えください。（お答えはそれぞれ1つ）

Q24 トイレ、展望台、ビーチそれぞれについて、渡嘉敷島での美化の印象をお答えください。
（お答えはそれぞれ1つ）

Q25 今回の渡嘉敷島への旅行での総合満足度を教えてください。（お答えは1つ）

Q26 以下の項目について、今回の渡嘉敷島への旅行で感じたお気持ちをお答えください。
（お答えはそれぞれ1つ）

Q27 あなたは、渡嘉敷島へ旅行にまた来たいと思いましたか。（お答えは1つ）

１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

②アンケート調査（来島者向けアンケート調査）
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１. 観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成ツール基礎資料作成」業務

②アンケート調査（来島者向けアンケート調査）

【第一回 来島者向けアンケート調査 集計・調査結果】
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