沿革
昭和29年
昭和43年

（任意団体）沖縄観光協会 設立
1月 沖縄観光開発事業団法
（1967年立法第107号）
に基づき

進取・優しさ・創造

沖縄観光開発事業団設立
8月 那覇空港観光案内所設置
（〜平成29年3月）
昭和45年

3月 旧海軍司令部壕を修復し、
営業開始
8月 沖縄海中公園（海中展望塔）営業開始

昭和47年

5月 本土復帰に伴い、財団法人沖縄県観光開発公社を設立、
沖縄観光開発事業団を引き継ぐ

事業概要 2019

昭和50年 10月 東京事務所設置
昭和54年 10月 （財）沖縄県リゾート開発公社と統合
昭和62年

9月 沖縄コンベンションセンターの供用開始

平成 2年

7月 （財）アクアポリス管理財団と統合

平成 4年

4月 沖縄海中公園の営業を一時休止

平成 6年

4月 （財）沖縄県観光開発公社と
（社）
沖縄県観光連盟が統合し、
（財）沖縄ビジターズビューローが発足

平成 7年

1月 韓国事務所の開設
（平成30年3月閉所）
12月 台北事務所の開設
（平成30年3月閉所）

平成 8年

4月 （財）沖縄観光コンベンションビューロー発足
福岡事務所の開設
（平成24年1月閉所）

平成 9年

4月 大阪事務所の開設
7月 沖縄海中公園がブセナ海中公園事業所として再オープン

平成12年

4月 万国津梁館の管理運営を受託
（〜平成23年度）

平成15年

4月 沖縄フィルムオフィス設立

平成18年

4月 沖縄コンベンションセンター、万国津梁館、海軍壕公園の指定管理を受託
観光人材育成センター設立

平成21年

4月 沖縄コンベンションセンター、万国津梁館、海軍壕公園の指定管理を受託

平成24年

1月 大阪事務所福岡案内所の閉所
4月 大阪事務所を西日本事務所に名称変更（平成28年3月閉所）
沖縄コンベンションセンター、海軍壕公園の指定管理を受託（〜平成26年度）

平成25年

4月 財団法人から一般財団法人へ移行

平成26年

2月 那覇空港国際線旅客ターミナルビル観光案内所開設
（〜平成29年3月）

平成27年

4月 沖縄コンベンションセンター、海軍壕公園の指定管理を受託（〜令和元年度）

平成28年

3月 西日本事務所の閉所

平成29年

3月 沖縄空手会館の指定管理を受託
（〜令和元年度）

平成30年

3月 台北、韓国事務所の閉所
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組 織
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー（OCVB）は、沖縄観光の強力かつ効率的な推進体制
を再構築するため、観光とMICE分野を統合一元化した、
「 官民一体型」の推進母体です。発足以来、多様
化する旅行動向や国内外観光地との熾烈な競争等に対応すべく、プロモーション事業の展開及び受入体
制整備事業の推進や観光・リゾート関連産業の人材育成、多彩なイベントの開催などにより、新たな観
光・リゾート産業の一層の活性化に寄与しています。
平素より皆様には沖縄の観光振興に格別なるご支援とご協力を賜り
心から感謝を申し上げます。

経営理念
沖縄観光のプロフェッショナルとして県経済発展の推進役を担い、観光を通した県民の幸せづくりに

沖縄観光は、第5次沖縄県観光振興基本計画最終年次の2021年度末
の目標として、観光収入1兆１千億円、観光客一人あたり消費額9万３千

貢献します。

円、平均滞在日数4.5日、人泊数（延べ宿泊者数）4,200万人泊、入域観
光客数1,200万人を掲げております。

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー

その目標達成に向け、観光インフラや二次交通の整備、新規航空路線

組織図
2019年4月1日現在

誘致や既存路線の拡充、新たな観光資源の開発、デジタルマーケティン

評議員会

グ強化、観光人材育成等の受入体制強化、世界自然遺産登録に向けた取

監

り組み、世界的な動向である持続可能な開発目標（SDGs）への対応など

会長

理事会
事

これまで以上に多様な取り組みを進めていく必要があります。

専務理事
秘書室

OCVBは、広域連携DMOとして、迅速かつ効果的な施策を展開するこ
とにより、沖縄経済のリーディング産業である観光産業を更に発展させ

事務局長

るとともに、他産業への波及を一層促進し、来訪者の満足度向上と県経
済の発展、県民の福祉及び文化の向上並びに国際相互理解の増進に貢
献してまいります。
総務部

今、沖縄観光は世界から注目されております。
この機会に、沖縄観光を
支える皆様とともに沖縄観光ブランド価値を更に高めるため取り組んで

■

●

参りますので、更なるご支援を賜りますよう心からお願い申し上げます。
●

●

●

一般財団法人
沖縄観光コンベンションビューロー

会長

下地 芳郎

●

●

●

●

●

総務・経理課

組織、人事、給与、予算決算
財産、
システム管理
評議員会、理事会
経営全般
賛助会員
OCVB組織広報
協賛、後援
沖縄観光親善使節
沖縄観光ＰＲ大使
ミス沖縄とミス沖縄OGによる
人材育成研修

企画・施設事業部
■

●

●

●

企画課
沖縄観光危機管理
自主事業等
DMO関連事業

誘客事業部
■

●

●

●

●

■

ブセナ海中公園事業所

●

●

■

旧海軍司令部壕事業所

■

沖縄コンベンションセンター

■

■

沖縄空手会館管理事務所

●

●

●

●

●

●

■

Okinawa Convention & Visitors Bureau

国内観光客の誘致
テーマ別プロモーション
離島観光の促進
観光資源の開発
県外事務所との連携
スポーツツーリズムの推進

■

●

●

●

●

●

●

●

1

国内プロモーション課

受入事業部

海外プロモーション課
海外観光客の誘致
クルーズ観光の推進
観光資源の開発
海外事務所との連携
海外航空路線の就航促進
スポーツツーリズムの推進
デジタルマーケティングの強化

●

観光客の受入体制の整備
観光人材の育成及び観光啓発
地域観光協会等県内観光関連
団体との連携
観光イベント実施
フィルムツーリズムの推進
多言語コンタクトセンターの
運営及び観光客ニーズ分析
日本観光振興協会連携事業

■

●

●

●

受入推進課

ＭＩＣＥ推進課

MICEの誘致・受入
MICE関係人材の育成及び
資源の開発
県内MICE推進体制の構築

東京事務所

Okinawa Convention & Visitors Bureau
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総務部

沖縄観光親善使節 ミス沖縄
国内外における沖縄観光関連公式行事や沖縄関連イ
ベントにおいて、本県の観光PRや親善交流を行います。
※ミス沖縄派遣を希望の方はご相談ください。

経営に関する各種委員会の運営など組織 経営の全般を担っています。また、組織に関する
情報や各部・事務所・事業所の事業内容について、OCVBウェブサイトや記者懇談会を通じて
広く発信します。

2018年ミス沖縄派遣回数（実績）
※2018年1月〜2018年12月までの一年間

■派遣延べ日数：450日（3名合計）

総務・経理課

ミス沖縄の活動をfacebook, Instagramで発信しています！
https://facebook.com/MissOkinawa3/
https://www.instagram.com/missokinawa2019/

組織運営
組織、人事、給与など労働環境整備や、予算決算、財産管理、評議員会、理事会に関する事項など、

ミス沖縄2019クリーングリーングレイシャス

OCVBの機能と役割
公益性を軸とした機能を数多く持つ、沖縄観光のプロ

を確立しているところでありますが、今後は農水産業、製

フェッショナル集団として、関係機関と連携し、沖縄観光の

造業など各種産業の発展を牽引するリーディング産業と

持続的発展を目指します。

HANAGASA MAHAE

花 笠 マハエ

して、
更なる発展が期待されています。
こうした観光産業の役割を踏まえ、
当財団では観光関

日本・アジアの
経済発展

連業界をはじめ、各産業と連携の下、本県観光の更なる
振興を図る観点から
「賛助会員制度」
を設けております。

会員サービス

観光を通じた
沖縄の発展

❶迅速な情報発信
News」のメール配信と冊子（1冊無料）の郵送

■ OCVBが実施する海外見本市などへの共同出展

❸各種会議
■ OCVBワーキング委員会への参加

コーディネート

関連企業
団体

観光客

OCVB

ンク
クタ
シン

■ OCVB新春の集い

沖縄県

■ OCVB事業所内パンフレットスペースのご提供
■ OCVBが発行するガイドブック等でのご紹介

盛なアウトドア派。嬉しくな

ひそかに想いを寄せているマハエ

https://www.facebook.com/mahaechan

るとカチャーシーをついつ

ちゃんに、
男らしい姿を見せられる

い踊りだしてしまう。

よう、
三線と空手を特訓中。

ブログ（おきなわ物語内）http://www.okinawastory.jp/mahaeblog/

■「おきなわ物語」
内バナー広告掲載料10%割引!!
■「OCVB

花笠マハエ

OCVB News

OCVB おきなわ観光天気予報

ミス沖縄・ミス沖縄OG
による人材育成研修
OCVBではミス沖縄OG会

懇談会の開催、プレ

❺各種割引制度

Okinawa Convention & Visitors Bureau

趣味はサーフィン、ウクレレ、空手。

https://twitter.com/okinawastory̲jp

月1回の定例記者

公益事業を
サポートする
収益事業も
展開しています

■ OCVBサイトの
「賛助会員を探す」内でのご紹介
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とを志し、ハワイからやってきた。

するのが大好き。好奇心旺

沖縄観光PR大使「花笠マハエ」
「マハ朗」の活動をSNSで発信しています！

企業広報

❹PR する場の提供

News」2冊目以降の追加購入分を割引!
追加購入割引価格：1冊（本体＋税）300円

沖縄と世界を繋ぐ架け橋になるこ

いろんなところへお出かけ

国

■ 各種講演会の開催

■ OCVB観光情報ウェブサイト
「おきなわ物語」内でのご紹介

マハ 朗

美味しいものを食べたり、

「航空旅客輸送実績」、
「国内外マーケットの動向」、
「沖縄県・OCVB
が取り組む事業概況」や「沖縄観光に関しての特集」等の情報を集約
し、沖縄観光振興のため毎月1回発行しています。また、
「おきなわ観光
天気予報」では、県内協力ホテルからの情報とクルーズ船寄港数をもと
に直近の観光入域数予測を天気マークで表し、域内の観光消費拡大を
目的に観光関連事業者の販促活動への参考として掲載しています。

プロ
デュ
ース

■ OCVB事業報告会、
交流会

M A H A LO

OCVB News（賛助会員向け会報誌／毎月 1 回発行）

県民

■ 公募情報等をお知らせするOCVB賛助会員メールマガジン配信

❷各種イベントのご案内

譜久里 美樹（ふくざと みき）

沖縄観光PRマスコットキャラクターとして国内外の沖縄
観光関連イベントなどに登場し、親善交流を行います。

沖縄県の観光産業は、
県経済の基幹産業としての地位

■ 月1回
「OCVB

玉城 真由佳（たまき まゆか）

ミス沖縄2019コバルトブルー スピーナ 瑛利香（すぴーな えりか）

沖縄観光PR大使

経営全般に関する業務を遂行し、円滑な組織運営を行います。

賛助会員制度運営

左から
ミス沖縄2019スカイブルー

マハ朗

スリリースの実施、

と人材育成研修を構築しま

OCVB公式サイトに

した。年間延べ500日以上、

おける企業情報公

観光親善使節として蓄積し

開や入札・公募案件

た経験や研修結果をフィー

情報の公開を行って

ドバックします。研修を希望

います。

http://www.ocvb.or.jp/

される方はご相談ください。
Okinawa Convention & Visitors Bureau
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企画・施設事業部

施設

ブセナ海中公園事業所は、沖縄本島北部の景勝地である部瀬名岬

国や県をはじめ、関係各所と密に連携を図りながら、観光危機管理に関する先導的な取り組み
を実施するとともに、観光産業における現状と課題を抽出・把握し、課題解決に向けた分析と施策
の提案等を行います。また、沖縄観光の新たな基盤となる「新規観光プロジェクト」の実現に向け
積極的に取り組むとともに、沖縄観光の起爆剤となる新たな観光資源を発掘、創造していきます。

広域連携DMO 世界水 準の観光リゾート地を目指して
観光庁はじめ中央省庁、沖縄県、民間企業、
日本観光振興協会、県内外DMO等
推進業務
Destination Management/
Marketing Organization

ブセナ海中公園事業所

多様な関係者と連携する一方、
当財団においては組織横断的な調整機能を発揮し
各部門と協力のもと、
OCVB全体で効率的な観光地経営
（DMO）
を推進します。

のブセナリゾートエリアに位置し、紺碧のブセナの海中を満喫できる
全天候型パノラマ海中展望塔や、
色鮮やかな熱帯魚の楽園を船内から
俯瞰体験のできるグラス底ボートを管理運営しています。
万国津梁館、ザ・ブセナテラスに隣接している立地条件を活かし、
当該施設等で開催される国際会議などのアフターコンベンションの
一翼を担うとともに、
安全・安心な施設運営に努め、
海中の未知なる魅
力を広く伝えるべく、
積極的に事業を展開しています。
所 在 地

〒905-0026 沖縄県名護市字喜瀬1744-1

施設概要

●海中展望塔（収容人数24名）

TEL. 0980-52-3379

FAX. 0980-53-0675

部瀬名岬から沖合170m・水深5m・360度、24面ガラス窓設置
●グラス底ボート
（乗船定員36名）
白と黒のクジラ型グラス底ボート2隻

広域連携DMOの3つの機能

グラス底ボート船内

案内ガイドによる海の生態等の紹介（所要時間 約20分）

営業時間

県民所得の向上に寄与

①
「地域の稼ぐ力を引き出す」
ためのマーケティング機能
県内DMOや観光協会、
民間企業等と連携し一連のマーケティング活動を行い、
地域の
「稼ぐ
力」
を引き出します。

②
「多様な関係者との関係構築」
のためのマネジメント機能
中央省庁や沖縄県、
各種団体との連携強化を図り、県内においては上記①のマーケティング
を行うことで生じる地域への影響を考慮し、
持続可能な観光地域づくりを推進します。

③
「受入環境整備」
のためのマネジメント機能
沖縄らしい観光体験の提供、交通・情報インフラの拡充などを行い、
「世界水準の観光リゾート
地」を形成するとともに、関係各所と連携し、季節変動の平準化、雇用の安定化を目指します。

●海中展望塔

夏季(4月〜10月) 9:00〜18:00
冬季(11月〜3月) 9:00〜17:30

●グラス底ボート

最終入場時間17:30

最終入場時間17:00

夏季(4月〜10月) 始発9:10

最終17:30

毎時10分、30分、50分

冬季(11月〜3月) 始発9:10

最終17:00

毎時10分、30分、50分

※但し、12:00は10分、50分の運航となります。
※但し、12:00は10分、50分

休 業 日

16:00は10分、30分の運航となります。

年中無休（海況不良等による営業中止あり）
海中展望塔内

＊DMOは「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに
基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人のこと。

日本版DMO登録証

企画課

施設

旧海軍司令部壕事業所・海軍壕公園 （指定管理）

旧海軍司令部壕は、第二次世界大戦の末期、昭和19年に日本海軍
設営隊によって掘られた施設で、
カマボコ型に掘り抜いた横穴をコン
クリートと坑木で固めた地下陣地には、
4,000人余の兵士が収容され

自主事業等

ていました。
戦後しばらく放置されていましたが、
数回にわたる遺骨収

沖縄県の新たな観光・MICE 及びリゾート産業の一層の活性化に向け、自主事
業を主体とした様々な企画提案や、高速船事業、海中展望塔改築事業、ロープウェ
イ構想事業、交通ターミナル構想事業などの新規観光プロジェクトの実現に向け、
県内外の関係機関等と密な連携を図りながら本県観光基盤の強化に取り組みます。
更に、本島内の慢性的な交通渋滞の緩和及び運転免許を持たない観光客の利便
性向上のため、
ちゅらチャリ運営事業（サイクリングシェアサービス）の強化を図っ
ていきます。

集の後、
昭和45年に沖縄観光開発事業団によって司令官室を中心に
300mが復元されました。
現在、ビジターセンター内の資料館には戦争当時の遺品などが展
示されているほか、壕周辺は戦跡公園として整備され、平和祈念や憩
いの場として多くの人々に親しまれています。
サイクリングシェアサービス「ちゅらチャリ」

所 在 地

〒901-0241 沖縄県豊見城市字豊見城236番地
TEL. 098-850-4055

FAX. 098-850-9342

施設概要 〔一般公開〕昭和45年3月1日 〔面積〕4,978㎡
〔施設内容〕壕（司令官室、作戦室、幕僚室、医療室等）

観光危機管理支援対策事業
観光産業並びに観光客の安全・安心を守るため、国、市町村、観光関連団体・事業
者等と連携して危機管理体制の構築に取り組みます。
また災害や危機が発生した時
に、観光客へ速やかに情報を提供するなど、被害を最小限に抑えるための仕組みづ
くりを目指します。
沖縄県・OCVBでは、県内で地震や台風などの大規模災害が起きた際の観光客の
安全確保や観光産業の復興支援などで連携強化を図ることを目的に、
平成30年12
月27日に
「観光危機管理に関する協定」
を締結いたしました。
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ビジターセンター（資料展示有り）、海軍戦没者慰霊之塔

壕内

〔公園施設〕面積6.7ha（指定管理）
〔交

通〕那覇空港よりタクシーで15分
旭橋バス停（那覇バスターミナル前）
より55・88・98番
系統で宇栄原団地前下車徒歩5分

営業時間

図上訓練

休 業 日

8:30〜17:00 (10月〜6月)

8:30〜17:30 (7月〜9月)

※見学所用時間は約40分 ※20名様以上の見学は要予約
※毎週金曜日限定で、平和ガイドを実施しております。
案内時間 ： 毎週金曜日限定 ①14：30 ②16：30 （所要時間約40分〜50分）

年中無休

資料館内
Okinawa Convention & Visitors Bureau
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施設

誘客事業部

沖縄コンベンションセンター （指定管理）

沖縄コンベンションセンターは、那覇空港から北へ車で約40分、
東シナ海を臨む宜野湾シーサイドエリアに位置し、展示場、劇場、会

沖縄観光の安定的な発展のため、国内、海外での効

議場、分科会場など４つの機能を複合させた県内最大規模のＭＩＣ
Ｅ施設です。マリーナやビーチ、海浜公園、野外劇場、ホテルなど多

果的なプロモーション事業を推進し、マーケットニーズ

彩な施設が隣接しており、
リゾート地・沖縄ならではのリゾートＭＩＣ

に即した誘客活動の展開や、沖縄を結節点とするトラ

Ｅエリアになっています。

ンジット観光を推進するなど、観光地としての沖縄ブラ

当財団は、昭和62年の沖縄コンベンションセンター供用開始以

ンドの確立に向け誘客活動に取り組みます。

来、
県から受託運営を行い、
平成18年度より当該施設の管理運営に
係る指定（指定管理者）を受け、今後も本県観光・ＭＩＣＥ産業の中
核施設として、各種ＭＩＣＥの誘致・開催サポートを行い、お客様目
線での施設運営に努めるとともに、各種サービス体制の充実・強化
を図り、
観光・ＭＩＣＥ産業の更なる発展に寄与していきます。

所 在 地

〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜４丁目３番1号
TEL. 098-898-3000

FAX. 098-898-2202

施設概要 〔展 示 場〕延床面積7,464㎡（アリーナ面積2,500㎡）

〔劇
〔会

議

収容人員最大5,000人（2階固定席1,468席、
可動席672席、
アリーナ面仮設客席2,000席）
場〕延床面積9,219㎡、固定客席1,709席
（1階1,027席、2階466席、3階216席）
棟〕会議場A1（500席）、会議場A2（105席）、
会議場A3（30席）、
会議場B1（226席）、会議場B2（112席）、
会議場B3〜B7（48〜168席）、
（2室〜3室連結使用可能）
※会議場の席数はシアター形式

〔劇 場 内〕会議場C1（50席）、C2（VIPルーム最大26席）
〔その他施設〕劇場売店、
レストラン

営業時間 9:00〜17:00
会場棟 A

施設

※催事の状況によって変動あり

パーティー（展示場）

沖縄空手会館管理事務所

国内プロモーション課

ツーリズムEXPOジャパン2018

産業や地域を越えた連携体制を構築しながら、
国内主要マーケットに対するマーケティン
グ情報を踏まえた誘客イベントやメディア広告等の総合的なプロモーションを展開し、
年間
を通して楽しめる沖縄の魅力を効果的に発信、
沖縄観光のブランド価値をさらに高めます。

国内需要安定化事業
県内外の企業団体及び沖縄観光ブランド「Be.Okinawa」事業と連携しながら、沖縄で
過ごす貴重な時間をコンセプトに沖縄の魅力溢れる観光情報を発信します。また、直行便
就航地を中心とした各エリアでのマーケティング活動を行いながら、市場のニーズに即し
た効率的かつ多層的な旬の魅力を訴求します。

■ メディアミックス事業

（指定管理）

テレビ、新聞、雑誌、ウェブサイト等を活用し、首都圏、関西圏をはじ
め、就航路線地域に沖縄の魅力を伝え、かけがえのない時を過ごす旅先

平成29年3月4日にオープンした「沖縄空手会館」は、空手発祥の

としての需要を喚起し、更なる誘客促進を図ります。

地・沖縄のシンボルとも言える施設です。
那覇空港から車で約14分、
ＯＣＶＢが運営する旧海軍司令部壕から5分の距離にある豊見城城

■ 航空会社/旅行会社連携プロモーション

址公園内に位置し、
道場施設の他、
展示施設やショップ、
飲食店も設
置され、
国内外の空手関係者の他、
空手経験のない方や観光客の皆

各航空会社、旅行会社のブランド力を活用し、沖縄の新しい魅力を発信す

様にも楽しんでいただけます。大会やセミナー会場としての利用な

る連携プロモーションを行います。首都圏、関西圏をはじめ地方の就航路線

ど、
空港から近い文化体験施設として、
県内外そして国外からのお客

地域においても航空会社及び旅行会社と連携し路線の強化を図ります。

様にPRを行っていきます。

所 在 地

〒901-0241 沖縄県豊見城市豊見城854-1

■ 沖縄関連県外イベント

豊見城城址公園内

沖縄との直行便を結ぶ各就航都市で開催される沖縄関連イベントや、

TEL：098-851-1025（10/25は空手の日） FAX：098-851-0241（おー強い）

営業時間

●展示施設
●道場施設

休 館 日

毎週水曜日・年末年始(12/30〜1/3)
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ほか、ミス沖縄や芸能団等を派遣し、誘客プロモーションを実施します。

道場

■ 世界自然遺産登録に向けたプロモーション

9:00〜18:00 (最終入場17:30)
9:00〜21:00

※水曜日が祝日または慰霊の日
（6/23）
の当たる場合は、
休館日を他営業日に振り替える

Okinawa Convention & Visitors Bureau

新宿エイサーまつり

沖縄関連の物産展、旅行博覧会等に参加し、観光案内ブースを設置する

施設概要 〔供用開始日〕平成29年3月4日

〔施設面積〕道場施設1,278㎡
研修室195㎡×室（最大スクール形式210名）、
コイン式シャワー（男女各7台）、
鍛錬室185㎡、資料室（有料・ミニシアターあり）598㎡、
駐車場（普通車100台、大型バス4台）、特別道場91㎡
〔交通〕那覇空港より車で約14分、旧海軍司令部壕より5分
〔その他施設〕
ショップ、そば処「手（てぃ）」

イオン沖縄フェア（ミス2018）

鹿児島県の奄美大島、徳之島、沖縄県北部（国頭村、東村、大宜味村）、
西表島のユネスコ世界自然遺産登録に向けて、鹿児島県と連携しなが
研修室

空手資料室

ら両地域への誘客および観光振興促進を図ります。

北海道旅行博2018
Okinawa Convention & Visitors Bureau
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テーマ別プロモーション
テーマ別マーケットの特性や現状に即した課題解決を図りながら、テーマごとに異なるターゲットに合わせ

た事業展開を行うとともに、
各産業、
市町村、
県内関連事業者と連携したプロモーションや受入体制の強化を図
り、
国内外から選ばれるようなブランディングを強化します。

海外プロモーション課
沖縄県観光振興基本計画（第5次）では、2021年度までの
目標数値が観光客数1,200万人、観光収入1兆1,000億円と
上方修正されています。
OCVBでは、
航空路線の提供座席数、
クルーズ船の寄港回数、トランジット客の伸び率などを踏ま

教育旅行推進強化事業

え、2019年度の外国人観光客数の目標値を324万人と設定
し、
外国人観光客とクルーズ客の誘致活動を強化します。

沖縄は、その独特な風土の中で育まれた歴史、文化など様々な魅力に

重点市場
（台湾、
韓国、
香港、
中国）
、
戦略開拓市場
（タイ、
シ

溢れています。
「歴史」
「文化」
「自然・環境」
「平和」など学校のニーズに応じ

ンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナ

た学習ができ、また、リゾート地としての非日常体験も可能なことから、

ム）
、
新規開拓市場
（欧米豪露）
において、
航空路線ネットワー

教育旅行実施地域としての総合力が高く評価されています。

クの強化、各種メディアを活用した情報発信、将来に向けた

国内外からの継続的な教育旅行の定着を図るため、様々な支援事業を

マーケティング活動やプロモーション展開を強化し、沖縄観

実施し満足度の向上を図りながら、新たな市場開拓に取り組みます。

光の更なる国際化を推進します。

また、沖縄教育旅行の受け入れに関連する県内の各市町村・観光協会

沖縄クルーズカンファレンス及びクルーズセミナー・商談会 2018

等の関係者と連携し、受入体制の拡充を図ります。

デジタルマーケティングチーム
近年、オンラインで旅行予約や情報収集を行うFIT旅行者（団体旅行やパッ

離島観光活性化促進事業
八重山圏域・宮古圏域・久米島・沖縄本島周辺離島の特色を活かした観光振興と新たな展開の実現を目指
し、各離島への誘客を推進します。

ケージツアーを利用することなく個人で行く旅行）が増加しており、オンライン
メディアの活用が重要となってきています。
デジタルマーケティングチームでは、オフィシャルサイト、SNS等を通して国
内外へ向け沖縄の情報を発信していくだけではなく、OTA（WEB上で取引を行

■ 国内チャーター便支援事業

う旅行会社）や他旅行サイトと連携し、沖縄の認知度の向上、誘客を図ります。

離島への交通アクセスを拡充し、県外から沖縄離島に入る観光客の
増加並びに国内チャーター便の定期便化に繋げることを目的に、国内

重点市場

チャーター便に支援を行います。

重点市場プロモーション

台湾、韓国、香港、中国の四市場において、航空路線網の更なる強化、高付加

■ 離島観光プロモーション

招聘事業

離島観光プロモーション

沖縄離島への観光需要を喚起するため、航空会社や旅行会社、イベン

価値の旅行商品造成、リピーター化の促進、沖縄の観光地としてのイメージ向
上を目指したリブランディングの展開を図ります。

ト等と連携したプロモーション、マスメディア等を活用した情報発信や
招聘事業、
プロモーションツールの制作を実施します。

戦略開拓市場

また、
各離島観光協会や観光施設、
物産関連企業等の地域の観光関係
団体と密な連携を図り、各市場におけるプロモーションの連動や住み分
けを強化することで、
より効果的かつ効率的な事業の実施を目指します。

ビザ緩和などにより日本への観光客数が急激に増加しているタイ、シンガ
ポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム等において、定期便就

離島観光プロモーション

航に向けた路線誘致活動、チャーター便の運航促進、トランジット商品造成、
メディアミックスによる情報発信を強化し、ASEANからの観光客入域者数の

スポーツ観光誘客促進事業

拡大を図ります。また、全世界の人口の23％（約16億人）を占めるムスリムの

年間を通じて温暖な気候の中、特に冬場に数多く開催されるスポーツイベント等、スポーツ環境の魅力

MAT TA（マレーシア旅行博）

誘致及び受入体制整備を進めます。

を国内外へ発信し、スポーツアイランド沖縄のプロモーションに取り組みます。

■ 県内スポーツイベントの情報収集

新規開拓市場

■ プロモーションツール作成

世界的に大きな旅行マーケットである欧州、北米、豪州、ロシア等において、

■ 国内外見本市への出展

市場 動向の把握、関係 者とのネットワーク構築、トランジット商品の造 成、

■ WEBサイト（スポーツアイランド沖縄）の管理運営

チャーター便の誘致活動、本県の知名度向上プロモーション等を展開します。

■ 旅行社、メディア等の招聘、商談会への参加

新規開拓市場では団体旅行より個人旅行が主流であることを踏まえ、沖縄本

■ 県内スポーツ団体を活用したプロモーション

島に加え離島地域へのFIT誘致を更に促進し、オンラインを活用した情報発信

■ スポーツコミッション沖縄との連携
9
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スポーツ観光プロモーション

見本市への出展

を強化します。

豪州の旅行社・メディア招聘
Okinawa Convention & Visitors Bureau
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北京

天津
Tianjin

ソウル 韓国
Korea

Beijing

Seoul

クルーズ

大邱
Daegu

本県への外国人観光客数で大きなウ

釜山

西安

エイトを占めるクルーズの推進を図るた

Busan

中国

Xian

南京

Chaina

上海

Nanjin

め 、世界 中の主 要なクル ーズ 船社へ の

日本

Shanghai

Japan

杭州

セールス活 動 、クル ーズ 商 談 会 へ の 参

観光客のニーズを踏まえつつ、世界水準の観光リゾート地に相応しい受入体制の整備に取り組

Hangchou

加、クルーズ会社キーパーソンの招聘、フ
ライ＆クルーズの推進等を通して、本県

台北

のクルーズ船の寄港回数の増大を図りま

むとともに、映画やドラマ等を活用した情報発信、魅力あるスポーツ環境のＰＲ、
「 沖縄ＭＩＣＥ

台湾
Taiwan

台中 高雄

香港

Taichung

Hong Kong

等との連携を強化し、各港湾における受

振興戦略」を踏まえたＭＩＣＥの誘致・受入等を推進します。

那覇

Taipei

す。また、県内の港湾を所有する自治体

Naha

石垣

Ishigaki

受入推進課

Takao

入体制の整備を進めます。

沖縄21世紀ビジョンで掲げられている「世界水準の観光リゾート地の形成」の実現に向け、
「人材育成」と

タイ

Thailand

各種支援事業

「地域連携」を大きな柱とし、
『観光客の満足度向上』、
『リピーターの獲得』、
『国際観光地としての評価向上』、

沖縄への
直行便航空路線図
（2019年4月版）

バンコク
Bangkok

海 外と本県を結ぶ航 空ネットワーク

『雇用した人材の定着促進』を図るとともに、沖縄観光産業の地位向上と持続的発展を目指します。

の維持・拡充を目的に、直行便がない海

観光人材育成センター事業

外 市 場 か ら の 定 期 便 就 航 及び チ ャー

観光産業従事者の資質向上を図るべく各種研修を行い、
ステータス向上による

ター便運航、旅行商品造成などを支援し

モーション活動の強化を図ります。

に推移しており、平成30年度の外国人
観光客数は300万800人となりました。

Singapore

MOU 2018/8/2再調印

2 済州特別自治道観光協会

2006/1/11

3 フィリピン観光省

2018/11/23 MOU

4 トリップアドバイザー

2018/12/4

MOU

5 韓国高陽市青少年財団

2019/4/12

MOU

値については、航空座席提供数やクルー

2,000

ズ船の寄港予定回数などを考慮し、324

1,500

万人と設定します。

1,000
500

3,240

0

2,120
1,670
986
301

382

光産業の重要性や観光の持つ可能性への理解を深めます。

沖縄観光受入対策事業

2,690

283

また、若年層に向けては、観光学習教材本の作成・配布や出前講習等を行い、観
小学校への出前講座

3,000

3,000
2,500

業における国際人材の採用活動を支援します。

備考

MOU 2018/7/30再調印

1994

1 台湾観光協会

区分

（単位：千人）
3,500

今年度の外国人観光客のOCVB目標

県外事務所

提携年月日

国・団体名
シンガポール

外国人観光客数の推移と目標
本県を訪れる外国人観光客数は順調

喜びと誇りを持てるよう支援します。さらに海外での就職相談会を開催し、県内企

国際交流状況

ます。また、民間事業者の海外セールス
活 動を支 援し 、官民 一 体となったプロ

受入事業部

観光客の安全性を確保するため、関係機関と連携した課題解決に努めるととも
に、台風時の観光客対応など安心・安全な観光地づくりを推進します。
また、
「 観光の日」や「観光月間」を通じて、県民の沖縄観光に対する理解を深
め、ホスピタリティーの意識高揚を図るとともに、観光地のクリーンアップ活動の
実施、県内の教育機関及び宿泊施設へ飾花の呼びかけなどを通して、沖縄観光の
魅力向上と受入体制の充実を図り、世界に誇れる観光リゾート地を形成します。
観光月間2018

620

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 H31年度

外国人観光客受入体制強化事業
■ 外国人観光客受入環境整備
年々増加する外国人観光客の満足度の向上を柱に、受入に役立つツールの作成や、翻訳

東京事務所

支援など各種事業を行うほか、観光事業者向けのセミナーの実施などインバウンドに取り
組む事業者をサポートし、
国際観光地として必要な受入体制の構築を図ります。

東京都千代田区有楽町2-10-1
（東京交通会館3階）
TEL. 03-5220-5311
FAX. 03-5220-9720
■営業時間 9:00〜17:45
■休業日：土・日・祝日、慰霊の日
（6/23）
年末年始
（12/29〜1/3）
http://www.facebook.com/ocvbtokyo
※休業日は観光パンフレット概要版のみラックを設置
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更に、県民向けの情報発信を通して外国人観光客に対する理解を促進し、おもてなしの
気運向上を図ります。

■ Be.Okinawa多言語コンタクトセンター
Be.Okinawa多言語コンタクトセンターは、沖縄県が提供する外国人観光客専用の公共
サービスとして、英語、中国語、韓国語、タイ語での観光案内や通訳サービス、災害時や緊
急時のお問い合わせ対応などを行います。
営業時間は午前9時より午後9時まで、年中無休で対応しております。
Okinawa Convention & Visitors Bureau
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沖縄フィルムオフィス
映画やテレビドラマ等のロケ誘致活動をはじめ、ロケ地探しや、許可申請などの調整、上映イベント等への
協力など、撮影に関する様々な支援や情報提供を行っており、
これまで900を超える映像作品の支援を行い
ました。各市町村をはじめジャパン・フィルムコミッション(JFC)など、各種団体と連携・協力しながら、映像を
通じた沖縄振興に努めます。

MＩＣＥ推進課
MICEは沖縄観光の新機軸「ビジネスツーリズム」として、新たなステージを迎えました。OCVBは沖縄県が
策定した「沖縄MICE振興戦略（2017年度−2026年度計画）」に基づき、国際的なビジネスネットワーク拠点
の形成とMICE開催地としてのブランド確立をめざし、経済界・産業界、大学等研究機関、学会・協会等の各種
団体、行政関係団体と連携し、オール沖縄でMICEの誘致促進・受入整備に取り組みます。

■ フィルムツーリズム推進事業

＊MICEとは／Meeting（企業等の会議）、Incentive Travel（企業等の行う報奨、研修、招待旅行）、Convention（国際機関、団体、学会等が行う国内、国際会議）、
Exhibition/Event（展示会、見本市、
イベント）の頭文字をとった造語でありビジネスイベントの総称です。

沖縄をロケ地とした映像を国内外で発信し、沖縄独自の文化や豊かな自然をアピールすることで沖縄の認
知度・魅力の向上を図ります。
また沖縄でのロケ受入体制を強化し、
地域の文化振興に寄与します。

ロケ誘致

県外及び海外から沖縄ロケを誘致し、映
像を通じて世界に発信することで沖縄の
イメージアップ、認知度向上を図る。

ロケ支援

各地域が持っている撮影に必要な情報を
集約し、撮影隊が円滑に撮影できるよう
調整を行う。

作品のPR

海外の映画祭併設マーケットでの支援作
品及び沖縄ロケ作品のPR、上映 機会創
出を行う。

MICEの誘致
JNTO（日本政府観光局）や沖縄県、県内事業者との連携

産業振興

のもと、MICE開催地の決定に影響力を持つキーパーソン

撮影で使用したロケーションへの高い誘客効果、地域へ

の招聘、MICE開催時の各種支援、MICE見本市・商談会へ

の観光客増加、ストーリーで使用した物品の販売増、撮

の出展やMICEセミナーの開催によるプロモーション活動

影隊滞在による直接経済効果の波及

を通して、
より多くのMICE案件を沖縄へと誘致します。

地域振興
映像を通じて地元の伝統・自然・文化を改めて見つめる
ことで、地域の魅力・地元への愛着、誇りを醸成

MICE開催支援

「沖縄MICEブランド」ロゴ

MICE関係人材の育成
及び資源の開発

県内MICE推進体制の構築

MICE誘致から開催までのあ

MICE誘致・受入に取り組む自治

産学官で構成する沖縄 MICE ネッ

らゆる局面で、MICE関連情報の

体、観光協会、産業界等を対象とした

トワークの事務局を沖縄県、
（公財）

提供及びアドバイスを行います。

セミナーを開催し、沖縄へのMICEの

沖縄県産業振興公社とともに務め、

また、国際会議・学会・インセ

誘致・受入能力の向上を目指します。

全県的な MICE 受入体制を整備し

ンティブツアー等の沖縄開催時

地 域 観 光 協 会 や 観 光 事 業 者 等と

に空港歓迎式、沖縄伝統芸能派

連携しながら、豊富な観光資源に磨

ます。
地域・住民の MICE に対する理

遣、
コングレスバッグや観光パン

きをかけ、沖縄らしい魅力にあふれ

解と関心を高めるため、啓発パン

フレットの提供等、MICEの開催

るMICEコンテンツの開発を促進し

フレットの作成やシンポジウムを開

にかかせない支援を行います。

ます。

催し、県民全体で MICE 開催を歓
迎する機運を醸成します。

インセンティブツアー

大型国際会議

沖縄MICEプロジェクト
（商談会）

沖縄MICEプロモーションツール

おきなわMICEナビ
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http://mice.okinawastory.jp/

MICEガイドブック

ユニークベニュー
ガイドブック

体験プログラム
ガイドブック

Okinawa Convention & Visitors Bureau
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