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沖縄県うるま市  うるま市母子家庭生活支援モデル事業について 

(報告者 田中 みわ子) 

■調査項目 

うるま市母子家庭生活支援モデル事業について 

 

・調査対応者 

うるま市役所こども部児童家庭課 

   課長    上江洲 篤氏 

   母市係長  真栄里 直美氏 

           

 

・調査期日 

平成２９年３月２３日（木）午前１０時～１２時 

 

・調査目的 

  うるま市では、母子家庭の子どもの心身の健全な発達を支援するため、民間ア

パート等を借り上げ、地域の中で自立した生活を送れるようにするなど先進的

なモデル事業を実施している。この事業の狙いや成果・課題などを学ぶことに

より、呉市の母子家庭の自立支援の方向性を明らかにするため。 

 

・調査内容 

【うるま市からの説明】 

・うるま市の概要（職員数や財務状況など）について、議会事務局の嘉陽氏 

から説明 

・うるま市の観光の目玉は「海中道路」であり、ライトアップもされている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （うるま市役所庁舎）          （視察の様子） 
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・こども部児童家庭課より事業概要の説明 

「うるま市のひとり親家庭の状況と課題」 

    ・母子世帯７．０８％（県内３位）、父子世帯１．７４％（県内１位） 

    ・低収入で生活が苦しい 

    ・離婚した後に、養育費が取れない 

    ・市内には待機児童が多く、保育園に預け入れが困難 

    ・子ども優先にすると母親の就職が困難 

    ・学童クラブが民間主導型であり保育料が高額 

    ・市の就学援助などの仕組みを知らない人が多い 

    ・児童福祉手当受給者は、２，３６３世帯で４．７％（県内２位） 

    ・保育所・幼稚園のひとり親家庭は、生活保護家庭や非課税家庭が多い 

    ・自立支援（職業訓練など）の対象者が少ない 

 

・添付資料１「うるま市ひとり親家庭支援事業の内容」に１４の事業説明あり 

・母子会からランドセル購入支援３２件 

・保育所待機児童が多く、やむなく認可外保育園に通う場合、 

１ヶ月２万６千円を上限として補助など 

 

  ・「うるはし」…「うるま市母子家庭生活支援モデル事業」をいう 

    「うるはし」の事業の背景には、母子世帯出現率が、平成２５年度調査で

沖縄県５．４６％に対して７．０８％と高い割合となっていることから、

母子保護を求める声や、議会から母子生活支援の整備を行うよう要請があ

ったが、施設整備には多大な費用と時間を要することから実現に至らなか

った。 

しかし平成２５年「沖縄県振興特別推進交付金」が交付されることにな

り（一括交付金：県８割、市２割負担）、既存の民間アパートを活用し、

地域の中で、より実生活に合った総合的な支援を行う等を目的にこの事業

が平成２５年１１月から実施されたもの。 

様々な課題を抱える「自立する意欲のある家庭に対し」民間アパートの

一階に「事務所とサポートルーム」を置き、あと一押しの支援があれば自

立できる世帯を対象にしている。 

県内他市（那覇市、浦添氏、沖縄市）の「母子生活支援施設」と違い、

一般のアパートを利用しているので、「支援を受けている家庭」というこ

とが分からないため、子どもの心を大切にしている施策となっている。 

・居室提供と学習支援 

・子どもの居場所づくり 

・家賃は、上限６万円の無償提供とし、光熱水費は自己負担 

  「うるはし」の効果 

・生活環境・学習環境等の改善効果があった 

・母親の資格取得につながり、生活の安定が図れた 
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【質疑応答】 

・子供の居場所づくりの予算？ 

  ４１百万円 

 

・事業の成果？ 

 卒業生が３名と学習支援だけが３名の６名が合格 

 

・保護者の教育レベルが低く、負のスパイラルになっている？ 

 家庭児童相談所の家庭相談員が抱えている事案を「無料学習支援事業」

につなげている、すぐに学力が伸びるというわけではない 

家庭でほとんど学習できていない子供たちを救済しており、高校に合格で

きなくても、やる気のあるこどもを、事後も支援する考えである 

・沖縄の人は幸福度が高い？ 危機感持っていないのでは？ 

 ひとり親が多く、離婚に抵抗感がない環境である 

十代での若年出産が多く、子供ができても誰かが助けてくれるという意識 

子供ができたから結婚するとか、一人で育てるなど、安易に考えている 

 

・人口は微増傾向？ 

 一時は転出が多かったが、最近は転入も多い 

親元で子供の面倒を見てもらいながら暮らす人も多いようだ 

 

・審査は厳しいのか？ 

 年間のビジョンなどを重視、例えば資格取得の意向など 

また、今の生活環境が子供にとっていい場所かどうかを採択基準とする 

支援世帯に対して事後のフォローアップもしている 

 

・一年で目途がつくのか？ 

 概ね一年を目安にしている 

訓練の途中などの場合、延長願いにより二か月延長など柔軟に対応 

 

・母子家庭だけの支援か？ 

 母子家庭のみだったが、２９年度からは父子家庭も対象予定 

 

・広報は？ 

 資料１の８番の事業は市の広報や民生委員で広報 

１０番は相談員から 

別途、パンフレットも配布 

就学援助制度の申請は、学校が子供に申請書渡しているが、申請していな

い人には市から案内文を個別に通知している 
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・修学旅行費の補助は？ 

 小学校２万円、中学校７万円である 

 

・１０番の事業は民間ＮＰＯということだが 7、何ヵ所で行っているのか？ 

 市内３ヵ所で行っている、学習塾は３ヵ所で９０名通っている 

 

・送迎バスは出しているのか？ 

 「うるはし」は歩いて行ける距離に小学校があるので、帰りはお母さん

が迎えに来る 

無料塾については送迎がある 

 

・県の支援は厳しくはないのか？ 

 かなり厳しいと思う 

市は２割負担なので使い勝手はよいが、資料準備は大変である 

なお、市の予算執行は７～８割程度 

   

  ・支援の狙い？ 

 意欲ない家庭に支援したら一年後の支援がなくなって以降が大変になる 

２３００世帯が対象だが、あくまでも「自立」が狙いなので、本人が意識 

持ってもらえるような施策としている 

 

・効果はでているのか？ 

 中には看護学校に通う人もいる、夢の実現ができている 

その場で採用が決まっている例もある 

大きな成果ではないが、顔が見えるのはうれしい 

県と連携したり、家計簿の管理確認などもしている 

 

・職員は２人だけか？ 

 相談件数から考えると足りてはいない 

見えないところに時間がかかる(調べる、他につなぐ、他の意見を聞く 

など) 

相談カルテを作って他の相談員でも対応できるように工夫している 

お母さんが「自筆」で書くということが、環境を把握するために大切 

 

・うるま市の就職先の状況？ 

 市内に大きい企業がない 

コールセンターもあるが、働く時間帯など条件は厳しい 

 

・うるま市内のアパートの家賃は平均いくらくらいか？ 

 ５万５千円前後と思う 
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・市内の一般的な移動手段は？ 

 自家用車である、車はこどもの送迎にも必須 

車が必要だから生活保護を受けられないということもあるようだ 

 

・市の関与は？ 

 市は、自分含め三者で入居させるかを決めている 

 

・(資料１)の９番の事業は市が運営しているのか？ 

 母子会が単独運営 

年間１０００円の会費と社会福祉協議会の補助で賄っている 

クリスマス会や入学会、ランドセル提供も、まず母子会に入ってもらうこと 

が条件、母子会が県母連とつないでいる 

一括交付金がなくなっても、市で単独で継続する予定の事業である 

 

・離婚理由は把握しているか？ 

 離婚届けを提出する際に、理由を書いてもらっている 

多いのは、男性が働かない、家にお金を入れないなど、ＤＶも多い 

いずれにしても、男性が原因のことが多い 

 

・進学率？ 

 高校進学率は９０％を超えているが、県平均よりも低い 

大学進学率は３０数％と全国平均よりも低い 

中学を卒業したら働けばよいと考えている子供も多い 

 

・市の民生費が高いのでは？ 

  以上のような背景のため民生費の比率は高くなる 

 

 

【呉市での展開の可能性】 

・ 経済的に困難な状況は、ひとり親の中でも母子家庭が困窮する課題は多い

と思うが、父子家庭の場合も子どもを預かる人・制度が必要になる。 

行政の力は必要であるが、地域の中で支援する体制（互助・共助）がなけ

れば自立した生活はできないのではないか。（絆とつながり） 

 

・ 呉市の制度も手厚い面があるが、学校とひとり親の働き場をどう結び付け

られるか課題である。（就労支援） 

 

・ 学習支援については、他の生活困難児童とも合わせて教育委員会と連携し

て、小学校低学年の学力保証をボランティア（退職教員・学生）で行って

いる。今の制度（呉・広広場）を充実していく。このことにより、安定し
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た人格も育つものと考える。 

 

・ 住宅政策の重要性を学んだが、親の相談や教育（未来像）が描ける行政職

員の人員確保をすることで方向性を出すべきであり、一年間に限った資格

取得の方法は学ぶべきと思う。 

 

 

 

 

沖縄市観光物産振興協会の「地域資源を活用した観光・商店街活性化」の取り組み

について 

(報告者 山上 文恵) 

■調査項目 

観光物産振興協会の取り組みについて 

 

・調査対応者 

 一般社団法人 沖縄市観光物産振興協会 

 副会長 大城 貞夫氏 （コザまちあるきガイド スマイリー大城） 

 他 スタッフの皆様 

   ＮＰＯコザまち社中 

     理事長 照屋 幹夫氏 

           

・調査期日 

平成２９年３月２３日（木）午後２時～４時 

 

・調査目的 

  沖縄市はコザを中心として特徴的な中心市街地活性化事業を推進している。 

  前回、２０１２年に視察訪問しているが、それ以降の変化を視察し取り組みの

成果を考察すること、また、地域資源をどのように観光に活用しているかを体

感し、呉市の観光振興に資することを視察目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （大城氏より説明）     （市内を案内していただく） 
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・調査内容 

 【大城氏より市内見学前の事前説明】 

  ・大城氏は本業が「看板屋さん」、ガイドするときは「スマイリー大城」 

経験を活かし、まちなか案内ガイドを行いながら、コザの歴史を伝えている 

 

・修学旅行に４０００人以上来るようになった、 

「今ここにある戦後」（基地と暮らし）という、体験型の平和学習が狙い 

 

・沖縄市は出生率高い、結婚も多いが離婚も多い、子供たちが多い 

・人口は１４万人、那覇市が４０万人なので、ずっと二番目の都市 

・アンケートを取ると「コザが大好き」と言う意見が多い、外に出ていても 

多くの人がコザに戻って来る、人口は増加傾向 

・音楽の町、スポーツの町でもある 

・習い事に理解があり、拍手する（人を褒める）ことがうまい 

・子供もそれぞれに特技があり、親も誉めるのがうまい 

・一方で、ここで仕事するのは大変、例えばライブではお金は取れないから 

生活できない（音楽が身近すぎて、音楽をビジネスにはしにくい） 

 

・広島カープのキャンプ地、カープファンも多い、経済効果がある、広島にも 

応援に行っている、広島球場は楽しい、前回の優勝の時も広島に行って見た、 

ここにはカープ協力会があって応援している、街中にパブリックビューイン 

グができる場所もある 

 

 

 

 

 

 

・今日の視察は、沖縄市の観光戦略ということですので、 

資料「活力あふれる沖縄市」を参照しながら説明します。 

・「こどものまち宣言」（平成２０年４月３０日）をしている 

・音楽のまち、エイサースピリッツ、有名人を多く輩出している、 

・「エイサーのまち宣言」をしており、各部落のエイサーの型がある、 

全島２３団体からの選抜チームが出て競い合う、６３回を数えるが、 

伝統芸能なので、コンクールではなく「祭り」の形態に変わった 

エイサーキャラクター：エイ坊、サーちゃん、ター君、サナじい 

・夜が賑やかである、基地内のロックやジャズを融合してきた、 

ライブハウスも多い、オキナワンロックの礎を作ったまち 

・スポーツ施設が多く、スポーツ競技の合宿地としても知られている 

２年後には、１万人規模のアリーナ競技場が完成する予定 
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・町には、ギネス級の壁画を描いた、建物を取り壊したら壁の裏側が廃墟みた 

いに見えるのを防ぐために、行政と協業で行ったもの 

・「沖縄こどもの国」が生まれ変わろうとしている、大規模な投資をする、 

現在の４１万人を８０万人目標にする 

・沖縄は動植物の固有種も多く、今週２６日（日曜日）にはホワイトライオン 

のお披露目がある 

・コザでは、本人の許可もなく「あの人の話が面白い」と勝手にガイドブック

に採用するようなオープンな雰囲気がある 

 

・中長期展望では「修学旅行」が大切 

戦争体験を話す、平和学習と言っても、楽しいことも見せないと辛すぎる話 

だけではダメだと思う 

嘉手納基地を見せて、アメリカは海兵隊も含め４軍あり、沖縄のキャンプは 

すべて海兵隊が押さえているという話などすると興味を持ってもらえる 

ガイドとしては賛成反対をいうのではなく、現実を見せること 

・コザ暴動（１９７０年）を知っていますか？そういうものも見せている 

個人同士お互い仲が良くても、国と国の関係となると好き嫌いとは違うレベ

ルになることを知ってもらいたい、夜は外国人とも仲良く酒を飲んでいる 

相手の話を否定するのではなく、正義の反対はもうひとつの正義があること 

も教えたいと思う 

 

・姉妹都市について 

豊中市とは姉妹都市ではなく「兄弟都市」、先輩として兄貴分として慕って 

学んでいる 

沖縄市は毎年保守革新が入れ替わる、豊中市は革新系だったが、沖縄が保守 

系の首長の時に市の職員労働組合の３人を首切りしたときに運動が起き、革 

新の豊中市に相談に行った、それから頭が上がらない 

・レイクウッド市に、1 人５万円補助して留学している 

・台湾とは、一番近い外国として結びつきたいと思っている、商売もしている 

台湾大学と交流することなど民間が戦略を立てている 

 

・食文化について 

ステーキ文化もこの商店街から生まれた 

コザのやきそばはケチャップ味、沖縄の食堂にはどこでもケチャップがある 

 

 

【質疑応答】 

・このまちがどう変わっていくか？ 

 前回のカープ優勝の頃がこのまちのピークだった、昨年のカープ優勝で

先を越されたと焦っている？？ 
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 1 万人のスタジアムによりバスケットの交流を盛んにしようとしている、

バスケットのワールドカップを沖縄市に誘致しようと働きかけている 

マエケンの１億円も入っており、アリーナは一年くらいで完成予定 

今は「スポーツ」をまちづくりの中心に据えている 

「ヒストリート」・・・ヒストリーとストリートの融合 

「エイサー会館」・・・建設予定 

 高速道路の沖縄北と南の間にもうひとつの道を作るなど市長のビジョン 

 イオンが来て経済力下がるとされたが・・・まちなかを循環させるよう 

民間と行政が連携プレイ、例えば、動物園に行ってイオンに行くなど 

 

  ・観光協会の状況？ 

 実は先般、金銭管理面で観光協会のトラブルがあり会長が変わった 

現在、観光協会の事務局長と補佐を全国から募集中 

５月の総会で大幅な変更がある予定なので、今回はタイミングが悪い 

 

・ガイドは別組織か？ 

 観光協会に誘客プロモーションとしてガイド育成事業がある 

ガイドをうまく使うのが私たちの役割である 

 

・基地の門前町をどうガイドするのか？ 

 例えば「コザ暴動」、1970 年の事件、ターゲットは外国人の車だけで、

死人は出していないことなど話している 

 

・前回視察時に、街中の空き家利用や 100 円バスを見たが、今はどうか？ 

 バスは定着してきた、ラッピングバスでＰＲもしている、 

中心市街地活性化事業が財源 

一番街アーケードも持ち直し、地価も回復、但し、若者にとって魅力 

ある商品がないのは課題 

今はインバウンド対応で新しくゲストハウスが２箇所オープンした 

ゲストハウスは、そこで全てが完結するような形にしないほうがよい 

素泊まりだと市中に外出することになり、食事や買い物など街を歩いて 

楽しんでもらうことにつながる 

 

・３年前は基地の外国人の事件で、基地の人達は夜間外出禁止だったが？ 

 時間が経つと忘れて、外国人にも町に出てきて欲しいと思うようになる 

今はうるさいくらいになった、金曜日・土曜日は外出してきている 

 

・将来は嘉手納基地も返還か？ 

 この先も続くと思う、ここは極東のキーストーン、国の安全上は必要 

なくならないなら、観光観点で基地を屋上から見たりと楽しみ方を変える 
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・イオン建設で商店街に人が来なくなった？ 

 もともといなかったのだから、いなくなったとは言えない？？ 

エイサー会館なども戦略のひとつ、街中を歩いてもらうようにしている 

ここは買い物をするより「まちなかを楽しむ」場所 

外人のカラオケ道場も多くなった 7（外人はカラオケが下手なので） 

ライブハウスやポールダンスには、夜の修学旅行と称してしてガイドを 

付けている 

 コザの男はドル札をチップ用に持っており、ジャズ歌手の女性の胸に 

チップを入れるなど夜の街のルールがある 

「チップ文化」はコザスタイルである、ドル体験もできる 

 

 【市内見学所感】 

 

 

 

 

 

 

 

  (壁画、修学旅行にも人気)    (ヒストリート) 

・ヒストリート・・・まず、入った所に                 (入口の鉄条網) 

   鉄条網が基地内ではなく我々の方に向いている 

   コザの歴史の写真展示や昔の歴史を感じる物の展示が多くある 

コザ暴動の写真や、夜のスナックの店内再現、アメリカ軍が出した営業 

許可証「Ａ」など 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (ヒストリートⅡ)               (市民活動交流センター) 

・街中見学、市民活動交流センターは、観光客の休憩所であり、情報提供の 

場所 (シャッターが閉まっている) 

・ 店舗は、以前に比べて増えたように感じた 

・ 地域活動支援センターができていた 

・前回視察訪問時に昼食を食べたところは、IT 利用や会議ができる起業家の

ためのインキュベーション施設(start up café)に変わっていた 
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・ＮＰＯ法人の、宿泊施設が出来上がったところだった 

まちなか散策をしていただくためのホテル（ゲストハウス） 

１１部屋で２７人宿泊できるように２階３階を改装、 

１階はミーティング等に使えるカフェ 

 

 

 

 

 

 

 

  (地域活動支援センター)       (商店街交流広場コザ BOX) 

 

 

 

 

 

 

 

          (start up café) 

  

 

 

 

 

 

        (ゲストハウス HOTEL and CAFE) 
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（感想 山上） 

・前回視察から数年経過し、空店舗が増えていたよう感じた 

・前回食事をした（３年前新装開店の）店舗も内容が一変 

・商店街の一つのアーケードの洋服店は数軒が集まって店を開かれていたが、 

若者向けではない商品ばかり、１～２件は少し高級品を扱われていた程度

若者が集まって来ない商店街になっていると感じた 

・沖縄の那覇の町は観光客が大勢集まり賑わっていたが、ゴザには、観光客

が少ない、素泊まりの宿泊施設を作られていましたが、また３年後どう変

っている(続いているか)気がかり 

・集客のための努力は理解できるが、夜の店に集中しないように、昼間も楽

しめるようにしてはどうかと思う 

・ミュージックタウンもイベントがないと閑散としていた 

・お金を払ってまで(音楽イベントなどを)見に来ない文化に、どのように風

穴を開けられるかが勝負どころと思う 

・修学旅行生向けの観光ガ、継続してほしいが、どこまで続くか? 

・閑散とした商店の国道沿いにも壁画が描かれていたので、びっくりしたが、

これが名物になり、人が押しかけて来るようになると面白いと思う 

・結局、呉の商店街も、地元のお年寄りしか行かない町になりはしないかと

連想してしまった 

・ゴザ市の商店街には、(呉と違い)パチンコ屋さんがないので、それだけで

も、人通りが少ないのだろうか? 

 

【呉市での展開の可能性】 

・NPO 中心の市街地活性化であるが、前回訪問から数年経過し、活気が感じら 

れなくなっているように感じた、施設は随時入れ替わり、新たな試みも見ら 

れるが、やはり継続性を含めた検討は必要であると思う 

  ・空き施設を行政が手を入れて、文化や歴史を展示するスペースにしており、 

また、街中に壁画などの工夫も見られた、修学旅行対応には効果的、但し、

「まちあるきガイド」が同行して話を聞きながら見ることが必要であると感

じた、商店街の中にこのようなあまりお金をかけず観光に活用できる設備を

整備し、ボランティアガイドと連携していくしくみは呉市でも参考にできる 

  ・インキュベーション施設やゲストハウスを中心市街地設置するという考え方

は参考にしたい、諸外国の事例を見ても、人が集まる場所から起業や新しい

文化が生まれているので、呉市において中通活性化の施策として検討できる

のではないかと思う 

  ・夜の街ガイド、以前から呉市でもやってはどうかと考えていた、出張で呉に

来た人はどこで食事したり飲んだりしたらよいか、呉は一見さんには入りに

くい店が多いので、夜のガイドで売り上げアップを考えたい 
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那覇市 インバウンド施策（多言語コンタクトセンターなど）の取り組みについて 

(報告者 井手畑 隆政) 

■調査項目 

インバウンド施策の取り組みについて 

 

・調査対応者 

 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー（ＯＣＶＢ） 

  国内事業部 受入推進課 課長 米谷 保彦氏 

  総務部 広報課     主査 比嘉 茜氏 

 

・調査期日 

平成２９年３月２４日（金）午前１０時～１２時 

 

・調査目的 

  呉市もインバウド施策を推進しようとする中、ＯＣＶＢの「多言語コンタクト

センター」をはじめとする「おもてなしサポート」の取り組みを視察し、特に

外国人観光客対応の課題と施策を呉市の観光施策に生かすことを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （那覇市の沖縄観光支援センター内にＯＣＶＢがある） 

 

・調査内容 

【多言語コンタクトセンターについて 広報課 比嘉主査より説明】 

  ・平成２９年より「タイ語」が加わり、「英語、中国語、韓国語」と合わせて 

現在４言語に対応中 

・電話、skype、メールの３手段で対応できる 

・外国人観光客のアンケートによると、一番満足度が低いのが言語対応 

・本事業は、すでに５年間実施した（報告書は、Ｗｅｂで参照可） 



平成２９年３月２２～２４日 仁友会・社民党議員団視察報告書 14 / 22 

・しくみは、 

言語別の電話番号になっており、東京の委託先の通訳センターにつながる 

このセンターで簡単な問合せは完結する 

問合せ内容によっては、沖縄の担当者との三者通話により案内する 

・単純な観光案内ではなく、付加価値あるもの、例えば希望の食事やイベント

なども案内することで、滞在日数の増加や営業収益につながっている 

・もちろん運用費用はかかっている 

・問合せ件数は、前年比一割の伸び（平成２７年度は３手段合計７２００件） 

・問い合わせの６割が中国語対応である 

・旅行会社ではなく、ほとんどが個人旅行者からの問合せ対応である 

・手段別に分析すると、 

電話では、タクシー乗務員からの単純な通訳依頼などの問合せが多い 

Skype やメールの場合、例えばサプライズイベントなど付加価値型情報提供 

を求めるものが多い 

・なお、クルーズ就航により宮古島の問合せ件数が増加している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （多言語コンタクトセンター パンフレット） 
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【多言語コンタクトセンターについてのＱ＆Ａ】 

・センターはどこにあるのか？ 

 那覇空港に間借りしていたが、今年度からこちらへ移る 

 

・言語別の仕分けはどのようにしているのか？ 

 言語ごとに問合せ電話番号が異なる 

 

・通訳の手法は？ 

 東京にある専門のコールセンターに全面的に委託している 

 

・予算は？ 

 沖縄県への一括交付金から措置されている 

 本事業運営には年間５０００万円程度、沖縄の人件費は約２０００万円 

 単年度事業のため、毎年予算がつく確約はない 

 

  ・問い合わせをどのように活用しているか？ 

 １日平均２０件弱の問合せがあり、手空きの時間で分析し民間事業者に 

フィードバックしている 

 

  ・食に関する情報は？ 

 ムスリム対応やベジタリアン関係の情報は持っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・広報や告知はどのようにしているのか？ 

 広報予算もついているので、パンフレット等での告知に努めている 

 入国時にある程度、本件の情報を持っている様子 
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・電話してきた場所の特定はどのようにしているのか？ 

 ＧＰＳは使っていない、話の内容から発信地を判断している 

 

・どこまで対応するのか？ 

 手配までは行わず、案内（情報提供）までである 

 

・アンケートはどのようにしているのか？ 

 電話が終わった後で、できるだけ感想などを聞くようにしている 

 ９割以上が満足という回答を得ている 

 

・問合せに対して、どのように店舗を紹介するのか？ 

 観光協会に所属している事業者を優先的に案内している 

 ナレッジベース化されており、観光ガイドブックにあるような店舗は 

ほぼ案内可能である 

・コールセンターとの契約について？ 

 東京の専門業者であり、前年実績により年間定額で契約している 

 通訳できるコールセンターは沖縄にはなく、東京の業者と契約している 

 

・台風など災害時に問い合わせ多くなる？ 

 殺到する 

 例えば、台風でも遊べるところとか、航空関係の問合せなど 

 

・なぜこの事業を始めたのか？ 

 インバウンドが増加する中、語学対応が大きな課題になったため 

 

・どこの国が多いのか？ 

 台湾、韓国、中国 

 

・職員の語学力はどうか？ 

 課題である 

 

・これまで、対応できなかった事案はあるか？ 

 言語上の問題で対応できなかったことはない 

 

・店舗の語学対応の状況はどうか？ 

 英語対応でも１社に２人以下くらいの状況 

 日本人従業員への外国語教育とともに、即戦力として外国人で日本語を 

勉強している人材も採用している 

 別途、人材マッチング事業も行っている 

 留学生のアルバイトも多いと聞く 
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・職員数は？ 

 正職員４０人、非常勤含めると２００人規模である 

 県からの出向は２～３人程度 

 非常勤職員の任期は５年、フルに働く人が多いが、延長継続はできない 

ため、半分くらいは民間の観光業に入っていると思われる 

 

・ＲＷとは何か？ 

 リゾートウエディングのこと 

 台湾から火がついたもの、日本で結婚するのがステータスになり、徐々 

に増えている 

 写真を撮るフォトウエディングが多い 

 

  ※その他本事業の報告は、www.visitokinawa.jp/oinsupport/335 を参照 

 

 

【国内・海外観光客の受入事業について 受入推進課 米谷課長より説明】 

  ・国内事業部となっているが、国内・海外の観光客の受入を推進している 

  ・コンベンションビューローで、観光客予測や分析もしている 

（賛助会員向け「ＯＣＶＢ Ｎｅｗｓ」として毎月発行) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大きく、誘客事業と受入事業に分かれている 

 

・受入事業は、次の３つの事業が柱 

   （１）沖縄観光受入対策事業 

   （２）外国人観光客受入体制強化事業 

（３）観光人材育成センター 

 

http://www.visitokinawa.jp/oinsupport/335
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  ・外国人観光客実態調査によると、「おもてなし」については、以前から 

６０％以上の満足度を示していたが、最近は、「案内標識のわかりやすさ」 

「両替の利便性」「WiFi 対応」「外国語対応能力」などの満足度も改善 

 

  ・まず、（１）沖縄観光受入対策事業 について、 

    安全な観光地づくりとして、「台風対策」や「安心・安全ガイド」を作成、

「安心・安全ガイド」は多言語対応で使いやすいものとした。 

    「台風対策」は、以前は台風の際に那覇空港に滞留者がでていたが、今は、

待機所を設けるようになったため改善された。ピストン輸送も訓練してい

るが、実際にはそのような事態には至っていない。 

    また、８月１日～３１日を観光月間として、広報に努め、イベントタイア

ップなど推進している。 

    さらに、めんそーれ沖縄県民運動推進として、かりゆしウェア普及活動や

クリーンアップイベント、あるいは観光学習教材本作成などを行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・次に、（２）外国人観光客受入体制強化事業 について、 

    受入ツール制作、受入インフラ整備支援、インバウンド受入啓発、マッチ

ングを含むインバウンド関連Ｗｅｂ情報発信、病気やケガなどの対応に関

する外国人向けハンドブック作成や医療通訳育成などのインバウンド対応

緊急医療態勢整備支援を行っている。 
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    急激な外国人観光客増加に対応するため、地域全体で外国人観光客を迎え

入れる「ウェルカムんちゅ」リーダー育成を推進している。 

    外国人向けマナーハンドブック「DISCOVER OKINAWA」も制作。 

    飲食店のメニュー翻訳などを費用助成する「翻訳支援」、免税システムの

導入支援（本年度で終了する事業）、あるいは、以前はＷｉＦｉ導入支援

も行っていたが、沖縄県で広域のＷｉＦｉ環境を整備することになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・そして、（３）観光人材育成センター について、 

   企業向け研修として、派遣講師活用支援というものがあり、「育人（はぐ 

んちゅ）」という人材マッチングサイトに様々な講師が登録されており、

ここで外国語講師も探して依頼すると講師費用を一部助成する。 

また、語学人材確保のため、海外就職相談会（中国福建省と台北）にも 

出展したが、日本語のレベルが非常に高い上に、英語もできるので、活用 

していきたい。 

その他、「地域限定通訳案内士」の試験実施、「沖縄観光タクシー乗務員 

資格認定制度（ちゅらしま観光タクシー）」、「観光教育出前講座」、 

インターンシップや職場体験など多岐にわたる人材育成に取り組んでいる。 

なお、観光教育出前講座は子どもたちに将来の夢を与えるとして、昨年度 

ジャパン・ツーリズムアワードを受賞した。 

沖縄おもてなしハンドブック「観光のチカラ」は、学校の授業でも利用さ 

れ、観光を正しく理解してもらう一助となっている。 
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【受入推進についてのＱ＆Ａ】 

・受入推進課の体制？ 

 １８名体制、県からの出向はいない、まだまだ職員は足りない状態 

正職員は３人、契約職員が多い 

 

・総事業費はどの程度か？ 

 ５０～６０億円規模 

沖縄県への一括交付金を財源とした県からの委託事業が中心 

 

  ・県からの補助は？ 

 今は、県からの運営補助金はなく、事業収益で運営している 

県議会でもビューローへの委託が多すぎるという意見があると聞く 

 

・沖縄の外から移住して観光関係に携わる人も多いのか？ 

 自分は東京出身で、２０年ほど前、北大の時に沖縄と縁があり、札幌で

エイサー踊ったり、三線も弾いていた縁で、沖縄に移住した 

 妻は沖縄出身だが、沖縄の文化になじめないと大変だと思う、例えば、 

助け合いの文化とか、親戚が集まる行事が多いなど 

また、マリン系を希望する人は、賃金安くても海の近くで生活できるので、

外から多く入ってきているようだ 

 

・沖縄は幸福度が高いと聞くが？ 

 あまりがつがつしていない、一方で男性の自殺率は高い 

 住居を探すのは難しく、これから対策する必要があると考えている 

 

・観光業等でも外国人の短期研修制度は使っているか？ 

 一部で活用しているところもある 

 

・外国人を雇用したほうが（外国人対応で）即戦力になる？ 

 中国人の日本語レベルはかなり高く、英語もできるので有力である 

 

・沖縄観光はリピーターが多いか？ 

 台湾・韓国はかなり多いと思う、航空便が一日に何便もあるからか 

 

・観光客の移動手段は？ 

 レンタカーが多いが、増えすぎて渋滞の一因になっている 

外国人の事故が多いのでレンタカーに「外国人が乗車中」のステッカーを 

付けるようにしている 

 路線バスは不便なので改善したいが、観光行政と交通行政は別なので 

進まない、ビューローでは交通結節点の分散や海上交通も考えている 
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 韓国には車の愛好家が多く、レンタカーもきれいに乗ってくれる 

スポーツカー専門のレンタカーもあり、韓国内では派手な車に乗れないの 

で、韓国人がよく借りている 

 タイのツクツクや、マリオカートのようなミニカーのレンタルもある 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・クレーム対応は？ 

 外国人はすぐ訴えるので、クレーム対応は大変である 

 そういえば、呉の方から「大和は沖縄を助けるために出撃したことを 

知らないのか」というクレームがあった 

 

【呉市での展開の可能性】 

・ 外部の通訳専門コールセンターを活用した外国人対応は、（費用の問題は 

あるが、比較的容易に実現できると考える。呉市でもインバウンドを推進

する際に、まず外国語対応が課題になる。この手法は有効と考える。 

 

・ その他にも、例えば「病気やケガなどに対応するハンドブック」や「安

心・安全の体制確立」など、インバウンド観光を推進する際に、まず考え

ておかなくてはならない事項と思う。 

沖縄県には活用できる資料やデータも多いと思うので、インバウンドの先

輩として（大変な費用を投じて作り上げてきたものであるから）見習うべ

きところは十分に見習い、活用させていただきたい。 

 

・ 沖縄県は、入込観光客１２００万人を目指すために、観光に関する底上げ、

つまり市民啓発に注力している。市民全体がなぜ観光が必要かを理解し、

「おもてなし」の気持ちを持たなければ、観光行政は推進できない。 

市民を巻き込むしくみづくりについても、参考にし、呉市においても推進

していきたい。 

／以上 


