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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。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、 観光需要が大きく減少し、各地で外出や観光のあり方が見直さ

れているなか、 渡嘉敷村においても、従来までの観光誘客ではなく「Withコロナ・ Afterコロナ」に対応できる観光

コンテンツの造成や、 「新しい生活様式」に対応した受入体制の構築が求められている。

本事業は、新たな価値観による旅行需要の変化を把握し、 持続可能な観光誘客と的確な情報発信、安心・

安全な体制を構築することで、渡嘉敷村を訪れる観光客の増加に繋げることを目的として実施する。

事業の提案については 、 「渡嘉敷村観光振興計画（平成29年度）」 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

＜実施方針＞ ※先代から脈々と受け継がれた財産を次の世代に繋げる責任

地域住民（事業者含む）と連携・協働し、横断的な地域づくりによる新たな受入体制整備と
社会情勢を的確に判断した誘客施策を通して、

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

１．渡嘉敷村観光受入体制整備

• 「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」業務

• 「持続可能な観光の企画運営」業務

• 「観光データの基礎調査・分析」業務

２．渡嘉敷村観光誘客業務

• 「ターゲットごとに適した誘客施策」の提案について

• 「イベント出展サポート」の提案

• 「PRツールの制作及び活用方法」の提案について

• 「既存観光コンテンツの活用（継続）」の提案

について



3

◆業務実績スケジュール

▮ 業務実績スケジュール
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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とは？～

～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セミナー実施

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」企画運営業務

（１）「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」企画運営業務

▮ 業務実施内容
渡嘉敷村における観光ガイドの現状、観光客のニーズを調査し、観光ガイドの育成に繋がるセミナー実施。

セミナーは、観光ガイドに必要な基礎的な内容を基本に、昨年度実施した同セミナー参加者のスキル向上に

繋がる内容にて実施。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周知され、セミナー並びに

本事業の取組みに理解が深まるよう、実施した内容を基礎資料や動画として制作した。

日時:令和4年3月5日（月）10:30～12:30

場所:渡嘉敷村青少年旅行村キャンプ場

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

全体進行:山城 栄 運営事務局（株式会社JTB沖縄）
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【セミナー開催案内チラシ】

①セミナー実施

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」企画運営業務
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【セミナー開催案内チラシ】

①セミナー実施

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」企画運営業務



7

【配布資料】

次第

①セミナー実施

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」企画運営業務
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【配布資料】

セミナータイムスケジュール

①セミナー実施

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」企画運営業務
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【配布資料】

令和2年度ガイド育成セミナー資料

①セミナー実施

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」企画運営業務

【表紙】 【1ページ】

【2ページ】 【3ページ】
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【配布資料】

①セミナー実施

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」企画運営業務

【4ページ】 【5ページ】

【6ページ】 【裏表紙】
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【配布資料】

本事業目的・実施方針資料（今後の予定等）

①セミナー実施

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」企画運営業務
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【配布資料】

①セミナー実施

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」企画運営業務

  渡嘉敷村ガイド育成セミナーアンケート  

 

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.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～ 

肖像使用承諾書 

 
株式会社ＪＴＢ沖縄   

代表取締役 社長執行役員 杉本 健次 殿 

 

 

私は、2022 年 3 月 5 日に令和 3 年度渡嘉敷村観光誘客受入業務 渡嘉敷村ガイド育成セミ

ナー参加時に撮影された私の肖像を、株式会社ＪＴＢ沖縄が以下の条件で使用することを

許諾します。 

 

 

使用条件 

１．使用範囲（渡嘉敷村観光誘客受入業務） 

◆ 事業報告書への掲載 

◆ セミナー報告資料 

◆ 上記を渡嘉敷村ホームページ等ＷＥＢサイト、Youtube、SNS への掲載 

 

２．期間 

◆ 期間の定めなく使用 

 

 

日付 ２０２２年 ３月 ５日               

住所                            

署名                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート 肖像権使用許諾書

【渡嘉敷村ガイド育成セミナー 参加者名簿】

個人情報のため
お名前等はふせております。
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①セミナー実施

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」企画運営業務

【セミナーの様子】
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【アンケート】

  渡嘉敷村ガイド育成セミナーアンケート  

 

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.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セミナー実施

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」企画運営業務
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【アンケート集計結果】

延べ参加人数10名中7名から回収（回収率:70％）

Q1. 本日の協議会について

項目 回答数 構成比

a 参加して良かった 7 100%

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 7 100%

項目 回答数 構成比

a 内容に興味が持てなかった 0 #DIV/0!

b 内容に不満があった 0 #DIV/0!

c その他 0 #DIV/0!

合計 0 #DIV/0!

項目 回答数 構成比

a ガイド業に興味がわいた。 2 13%

b ガイド業をやってみたい。 1 6%

c 村内の事業者・住民同士で意見交換ができて、繋がりが持てた。 6 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 44%

e 特に何も感じなかった。 0 0%

f その他 0 0%

合計 16 100%

Q2. Q1にて「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。

Q3. 今回の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）。

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。

・急に中学生も参加させて頂きましたが、ガイドに興味がある子どもも確かに未来の人材として参加できると

    嬉しいです。 大きな業者など、直接声かけ必要かなと思います。

・中学生などの子ども対象のやつも、やってみてほしいです。

・座間味でもやって欲しい。

※a～cを選んだ理由を具体的にご記入ください。

※a～ｆを選んだ理由を具体的にご記入ください。

・ザマミ島の方と知り合えて、横の繋がりは嬉しいです。

・参加者の年齢が小学生から80才まで広いのと参加者の物知り度が高く、勉強になったし、やる気もできた。

・みなさんのすばらしいガイドテクニックがしれておもしろかった。やり方もおもしろくて、とても楽しかったし、

    知識が増えて良かった。

・もともとやってみたいと思っていたのでよけい興味がわきました。また島の人達のより深い意見が

     聞けてためになりました。

・大先輩の話もきけて、

①セミナー実施

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「渡嘉敷村観光ガイド育成セミナー」企画運営業務
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日時:令和３年11月15日（月）18:00～21:00

場所:渡嘉敷村役場2階大会議室

話題提供者:上田 嘉通（一社）離島総合研究所 代表理事
伊藤 善行（有）小佐渡イトウ 代表取締役

全体司会: 山城 栄 運営事務局（株式会社JTB沖縄）

【セミナー開催案内チラシ】

第一回 渡嘉敷村 持続可能な観光に役立つセミナー
「地域資源の売り方 ～隠れた資源への意味と価値のつけ方～」

①持続可能な観光に役立つセミナー実施

（２）「持続可能な観光の企画運営」業務

▮ 業務実施内容
「豊かな自然環境や地域の特色を活かした持続可能な観光」、「Withコロナ・Afterコロナに向けた安心・安全な

観光」を目指し、「⾧期滞在・高付加価値商品」の造成に繋がるセミナーを3回実施。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周知され、セミナー並びに本事業の取組みに理解が深まるよう、実施した内容を基礎資

料や動画として制作。

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務
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【配布資料】

次第

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

①持続可能な観光に役立つセミナー実施
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【配布資料】

セミナータイムスケジュール

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

①持続可能な観光に役立つセミナー実施
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【配布資料】

本事業目的・実施方針資料（今後の予定等）

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

①持続可能な観光に役立つセミナー実施
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【配布資料】

セミナー講師資料 ※一部抜粋

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

アンケート 肖像権使用許諾書

  11/15（月）開催 第一回持続可能な観光に役立つセミナー 

 アンケートご協力依頼  

本日は第一回持続可能な観光に役立つ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   ※該当するいず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.今回の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. 渡嘉敷村の魅力を再発見するヒントになった。 

b. 渡嘉敷村の魅力の発信方、伝え方のヒントになった。 

c. 村内の事業者・村民同士や、村外で活躍する講師の方々との意見交換ができて、繋がりが持てた。 

d. 自分自身がこれからアクションを起こすキッカケになった。 

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～ 

肖像使用承諾書 

 
株式会社ＪＴＢ沖縄   

代表取締役 社長執行役員 杉本 健次 殿 

 

 

私は、2022 年 3 月 5 日に令和 3 年度渡嘉敷村観光誘客受入業務 渡嘉敷村ガイド育成セミ

ナー参加時に撮影された私の肖像を、株式会社ＪＴＢ沖縄が以下の条件で使用することを

許諾します。 

 

 

使用条件 

１．使用範囲（渡嘉敷村観光誘客受入業務） 

◆ 事業報告書への掲載 

◆ セミナー報告資料 

◆ 上記を渡嘉敷村ホームページ等ＷＥＢサイト、Youtube、SNS への掲載 

 

２．期間 

◆ 期間の定めなく使用 

 

 

日付 ２０２２年 ３月 ５日               

住所                            

署名                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①持続可能な観光に役立つセミナー実施
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【第一回持続可能な観光に7役立つセミナー 参加者名簿】

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

①持続可能な観光に役立つセミナー実施

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】

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

①持続可能な観光に役立つセミナー実施
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【セミナーの様子】

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

①持続可能な観光に役立つセミナー実施
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【アンケート】

  11/15（月）開催 第一回持続可能な観光に役立つセミナー 

 アンケートご協力依頼  

本日は第一回持続可能な観光に役立つ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   ※該当するいず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.今回の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. 渡嘉敷村の魅力を再発見するヒントになった。 

b. 渡嘉敷村の魅力の発信方、伝え方のヒントになった。 

c. 村内の事業者・村民同士や、村外で活躍する講師の方々との意見交換ができて、繋がりが持てた。 

d. 自分自身がこれからアクションを起こすキッカケになった。 

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. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

①持続可能な観光に役立つセミナー実施
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【アンケート集計結果】

延べ参加人数10名中5名から回収（回収率:50％）

Q1. 本日の協議会について

項目 回答数 構成比

a 参加して良かった 4 80%

b どちらでもない 1 20%

c 参加しなければよかった 0 0%

合計 5 100%

項目 回答数 構成比

a 内容に興味が持てなかった 1 100%

b 内容に不満があった 0 0%

c その他 0 0%

合計 1 100%

項目 回答数 構成比

a 渡嘉敷村の魅力を再発見するヒントになった 3 33%

b 渡嘉敷村の魅力の発信の仕方、伝え方のヒントになった 4 44%

c
村内の事業者・住民同士や、村外で活躍する講師の方々と

意見交換ができて、繋がりが持てた。
1 11%

ｄ 自分自身がこれからアクションを起こすキッカケになった。 1 11%

e 特に何も感じなかった。 0 0%

f その他 0 0%

合計 9 100%

Q2. Q1にて「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。

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。

・役場職員の参加が少なかった。観光業だけではなく役場職員も役割や関係があるという事をアピールして

 参加促したほうがいいなと感じました。

・早い時間がありがたい。席が密なのが気になる（前列に集まる指示あり）

・大変よかったです。又ね。

・自分自身も含め、参加者の募集に力を入れる必要と再確認した。次回自分の専門分野でもあるので責任を感じる。

Q3. 今回の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）。

・渡嘉敷の魅力をもっと色々な方に発信出来たらいいなーと思いました。

※a～cを選んだ理由を具体的にご記入ください。

※a～ｆを選んだ理由を具体的にご記入ください。

・子ども達にも、とかしきのみりょくをもっと伝えていきたい。

・七つの。(a.d.選択者)

・参加者やけに少なくて残念でした。野心ある若い人が参加できると良かったと思います。

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

①持続可能な観光に役立つセミナー実施
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日時:令和３年12月4日（月）14:00～17:30

場所:渡嘉敷村役場2階大会議室

話題提供者:岩浅 有紀 大正大学 地域構想研究所 准教授
國谷 裕紀 ATTA Official Representative Asia, 株式会社JTB 霞が関事業部

全体司会: 山城 栄 ・ 井川 伸夫 運営事務局（株式会社JTB沖縄）

【セミナー開催案内チラシ】

第二回 渡嘉敷村 持続可能な観光に役立つセミナー
「～自然や文化を大事しつつ、地域を元気にしていくには？～
～新しい旅のスタイル「アドベンチャーツーリズム」とは？～」

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

①持続可能な観光に役立つセミナー実施
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【配布資料】

次第

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

①持続可能な観光に役立つセミナー実施



28

【配布資料】

セミナータイムスケジュール

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

①持続可能な観光に役立つセミナー実施
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【配布資料】

本事業目的・実施方針資料（今後の予定等）

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

①持続可能な観光に役立つセミナー実施



30

【配布資料】

セミナー講師資料 ※一部抜粋

１. 渡嘉敷村観光受入体制整備 「持続可能な観光の企画運営」業務

①持続可能な観光に役立つセミナー実施


