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モデルルートの検討結果
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32. 実施⽬的

2. 実施⽬的



42. 実施⽬的

モデルコース制作の目的

•観光２次交通のオープンデータ整備により、
GoogleMapをはじめとした交通検索ができるよう
になることを見据え、公共交通を利用した観光の
仕方を具体的に伝える。

•観光モデルルートを構築し、公共交通を利用し
た観光を周知することを目的とする。

ゴール

•観光客へ公共交通を利用した観光もできるとい
う認識の浸透（観光手段の選択肢を認知）



53. 実施内容

3. 実施内容



63. 実施内容
モデルコース作成⽅針
■作成⽅針

・実現性の⾼い魅⼒的なモデルルートの作成。
■基本戦略
・［利⽤者視点］⼈気ルートを特定すべく、アンケート投票を実施。
・［開発者視点］データ提供確定＆想定事業社をもとにした、観光モデルルートを提案。

■実施内容
・WEBアンケート

■対象エリア
・⼋重⼭諸島と宮古島諸島。

■制作本数
・12案（4テーマ×3ルート） ※多数票を集めたものを厳選8ルートとする。

■作成⼿法
1.【⼿ 段】バス・モノレール、船舶、徒歩（15分圏内）の複数の組み合わせを実施。
2.【観 光】観光情報を絡めたモデルコースとする。
3.【利 便】バリアフリー対応の施設、交通機関を含めたコース（低床バスなど）
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3. 実施内容
モデルルート⼀覧

全１２ルート（4つの旅のテーマに3ルート）制作
№ エリア ルート名

【テーマ01】石垣島へおーりとーり（石垣島を満喫する3コース）

1 八重山 バリアフリーに対応！沖縄の原風景が残る竹富島へ

2 八重山 絶景の「川平湾」へ。夜は市内で飲み歩き

3 八重山 シュノーケルでマンタに会いに行こう！

【テーマ02】十島十色。個性豊かな八重山諸島へ（八重山諸島を堪能する3コース）

4 八重山 「小浜島」南国の小さな島でのんびり過ごす

5 八重山 波照間島で絶景のハテルマブルーと満天の星空を

6 八重山 日本最西端の与那国島へ。神秘の海底遺跡も

【テーマ03】東洋一の美しさ！宮古島の絶景を巡るバス旅（宮古島を満喫する3コース）

7 宮古島 来間島から与那覇前浜へ絶景旅

8 宮古島 海沿いのお散歩にカフェ時間、夜は居酒屋。島ライフを体感！

9 宮古島 池間島に渡り、絶景の八重干瀬へ

【テーマ04】知る人ぞ知る、宮古諸島の魅力に触れる旅（宮古島＋周辺離島を巡る3コース（多良間島、水納島））

10 宮古島 伊良部大橋を渡って絶景の「伊良部島」へ

11 宮古島 手付かずの自然が残る「水納島」を散策

12 宮古島 のんびりと「多良間島」の集落を巡る



83. 実施内容
アンケート結果 (順位昇順）

順
位

エリア ルート名 回答数

1 八重山 【ルート5】波照間島で絶景のハテルマブルーと満天の星空を 266

2 宮古島 【ルート8】海沿いのお散歩にカフェ時間、夜は居酒屋。島ライフを体感！ 175

3 宮古島 【ルート11】手付かずの自然が残る「水納島」を散策 162

4 八重山 【ルート4】「小浜島」南国の小さな島でのんびり過ごす 153

5 宮古島 【ルート10】伊良部大橋を渡って絶景の「伊良部島」へ 150

6 宮古島 【ルート12】のんびりと「多良間島」の集落を巡る 138

7 八重山 【ルート6】日本最西端の与那国島へ。神秘の海底遺跡も 127

8 八重山 【ルート2】絶景の「川平湾」へ。夜は市内で飲み歩き 126

ユーザーアンケートにて以下8ルートが選出された



93. 実施内容
アンケート集計の活⽤サイト
■アンケート実施サイト
・たびらい沖縄

■サイトのポイント
・沖縄ファンが集まる⽇本最⼤級の沖縄観光情報サイト
・年間閲覧⼈数1800万ユニークユーザー（2019年3⽉時点）。
・利⽤者の96％が観光客（沖縄県外からのアクセス）



103. 実施内容
告知⽅法

アンケート実施

ＷＥＢページ

たびらいメルマガ
または
Facebookなど
自社集客ツール

たびらい沖縄のサイト集客及び、情報配信によ
り、モデルルートページへ誘導。

モデルルート 特設紹介ページ



114.アンケート⽤モデルルート

4.アンケート⽤モデルルート



124.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ TOPページ

全体



134.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ TOPページ

全体

サイト上では、
ユーザーメリットを⾼めるべく、
1つのテーマに対して
3つのルートを提案



144.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ TOPページ

全体



154.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ TOPページ

全体



164.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ TOPページ

全体



174.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ TOPページ

全体公共交通機関を使うことのメリットを訴求



184.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ TOPページ

全体



194.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ TOPページ

全体



204.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ ⼀例｜ルート①

全体



214.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ ルート案①

全体

⼀例｜ルート①



224.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ ルート案①

全体

⼀例｜ルート①



234.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ ルート案①

全体

⼀例｜ルート①



244.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ ルート案①

全体

⼀例｜ルート①



254.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ ルート案①

全体

⼀例｜ルート①



264.アンケート⽤モデルルート
モデルルートページ ルート案①

全体

⼀例｜ルート①



275.アンケート内容

5.アンケート内容



285.アンケート内容

個⼈情報
（プレゼント送付⽤）

今回紹介されたモデルコースは参考になり
ましたか？

今回のモデルコースのページを読んで、次
の沖縄旅⾏はバスなどの公共交通機関を利

⽤したいと思いましたか？

「5」の質問に関して理由を教えてください。

参考にしたいモデルコースを⽯垣島（ルー
ト①〜⑥）と宮古島（ルート⑦〜⑫）それ
ぞれ2つ、合計4コースを選んでください。

設問は下記の4点。



296.結果

6.結果

≪実施時期 ≫ 2⽉6⽇〜2⽉24⽇（18⽇間）
≪抽出⼈数 ≫ 502名



306.結果
アンケート結果

Q.今回紹介されたモデルコースは参考になりましたか？



316.結果
アンケート結果

Q.今回のモデルコースのページを読んで、次の沖縄旅⾏はバス
などの公共交通機関を利⽤したいと思いましたか？
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ゆったり

過ごせる
19%

車窓を楽しめる
18%

生活体験

現地交流
11%

お酒が

飲める
11%運転免許なし

運転苦手
7%

気がラク
5%

新感覚

新発見
2%

同行者との

コミュニケーション

重視
0.2%

その他
27%

6.結果
アンケート結果

Q.
公共交通機関
を利⽤して
観光したいと
思った
理由を教えて
ください。



336.結果

【1位：19％】ゆったり過ごせる
・のんびりした時間が過ごせそうなのが魅⼒的。やはり沖縄では、のんびりした時間を過ごすことが最⾼。
・⾮⽇常を楽しむにはゆっくり、⾞のない時間も必要だと思うので。
・のんびりと過ごしたいし、不便が無ければ利⽤してみたい。
・レンタカー旅は⼀度したことがあるので、次回は違うスピードで島を⾒てみたいから

コメント⼀例（上位3位）

【2位：18％】⾞窓を楽しめる
・のんびり周りの⾵景も楽しみながら観光できるから。
・⾞では、サーと通り過ぎてしまう景⾊をゆっくり堪能できるから。
・いつもレンタカーを利⽤しているので、たまにはバスに乗って普段⾒落としてしまっている、

⼩さな発⾒を探してみたい。
・バスで⾒える景⾊、バスからでしか⾒えない景⾊があると思うので

【3位：11％】⽣活体験／現地交流
・地元の⼈と触れ合いながら、のんびり回りたい。
・⾞だと普段⾏かないお店に偶然出会えるかも知れず、素敵な景⾊や⼈との出会いもありそうな気がする。

【3位：11％】お酒が飲める
・沖縄旅⾏は必ずレンタカーを理由しますが、いつも思うのは駐⾞場の有無と、

美味しい地酒と郷⼟料理を味わいたいと思うこと。その⼼配がないのは最⾼に気楽に旅ができる。
・⾞だとお酒が飲めないので公共機関を使って素晴らしい景⾊を眺めながら美味しい料理とお酒を頂きたい。
・いつもレンタカーなので、美味しいものと⼀緒にオリオンビールでも！と思っても我慢していた。

公共交通機関を使えば我慢も要らず、地元の⽅と接することでより沖縄を深く知れるのが魅⼒だと感じた。



346. 結果
アンケート結果 (順位昇順）

【考察】
・ルートは、⽐較的間隔が詰まっていない、ゆっくりとしたルートが好まれる傾向にあった。
・2位と8位にお酒ルートがランクインしたことから観光客ニーズがくみ取れた。⽯垣島の市街
地については、有料駐⾞場も多いため、⾼いメリットがあると感じた。
・⾏程としては、散策寄りが多く、アクティビティ関連は少ない傾向となった。
・地元の⼈との交流や⽣活体験がしたいという声も多く、公共交通機関利⽤との相性の良さを
感じた。

順
位

エリア ルート名 回答数

1 八重山 【ルート5】波照間島で絶景のハテルマブルーと満天の星空を 266

2 宮古島 【ルート8】海沿いのお散歩にカフェ時間、夜は居酒屋。島ライフを体感！ 175

3 宮古島 【ルート11】手付かずの自然が残る「水納島」を散策 162

4 八重山 【ルート4】「小浜島」南国の小さな島でのんびり過ごす 153

5 宮古島 【ルート10】伊良部大橋を渡って絶景の「伊良部島」へ 150

6 宮古島 【ルート12】のんびりと「多良間島」の集落を巡る 138

7 八重山 【ルート6】日本最西端の与那国島へ。神秘の海底遺跡も 127

8 八重山 【ルート2】絶景の「川平湾」へ。夜は市内で飲み歩き 126



357.今後の活⽤

7.今後の活⽤



367.今後の活⽤
活⽤⽅法

・フリープラン（レンタカーなし）の、
ニーズをとらえた新しい観光提案。

・観光協会や、旅⾏会社、観光事業者、
アプリ開発者への周知と、活⽤促進。

・たびらいでも、今回のモデルルートについて
再活⽤の検討。公共交通機関の利⽤促進を
していく。


