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観光客の公共交通利用促進に係わる
周知広報

令和4年度 第２回 沖縄観光２次交通の利便性向上に向けた検討委員会

令和５年２月１日

資料２
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【沖縄観光２次交通ポータルサイトの運営】 【県内観光情報サイトでの周知】

おきなわ物語 VISIT OKINAWA JAPAN

【各種ガイドへの掲載調整】 【那覇空港のサイネージでの周知】 【観光案内所等でのリーフレットの配布】

１．昨年度までの取組

✓ これまで、沖縄の観光２次交通に係る検索が便利になったこと、Googleマップ等で経路検索が可能になったことなど

公共交通の利用促進について観光客への周知を実施してきた。

【沖縄本島・離島でのモデルコースの作成・周知】
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実施項目 取組内容

（１）WEBサイト（新設サイト）の開設

・旅マエや旅ナカで公共交通での観光が可能であり動機付け
の情報を提供するWEBサイトを作成した。

・外部サイトとも連携し情報発信を実施した。

（２）周知・広報

①リーフレットの作成・配布 ・WEBサイトの案内を掲載するとともに、過年度の取り組み
（Googleの経路検索、コンタクトレス決済導入など）や別
事業（のりとくチケットキャンペーン）の取り組みもあせ
て観光客に対して周知するため、リーフレットを作成した。

②デジタルサイネージへの掲示
・WEBサイトの案内や過年度の取り組み（Googleマップ等
で経路検索、コンタクトレス決済）や別事業（のりとくチ
ケットキャンペーン）の取り組みを掲出した。

③関係団体等への周知 ・サイト開設案内やリーフレットの展開等を行いながら、県
内市町村、観光協会、関連事業者等に周知を行った。

２．今年度の取組

✓ 今年度は、昨年度までの取組に加え、旅マエや旅ナカで公共交通での観光が可能、といった動機付けのWEBサイトを

作成した。

✓ また、WEBサイトの開設案内に加えて、過年度の取り組みの内容もあわせて周知・広報を行った。

✓ 観光客への周知・広報の実施概要を以下に示す。詳細な実施内容を次ページ以降に記載する。
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（１）WEBサイト（新設サイト）の開設

✓ 公共交通での移動のメリットや利用イメージを伝えるため、旅マエや旅ナカで公共交通での観光が可
能であり動機付けの情報を提供する「おきなわのりもの旅」のサイトを開設した。

✓ WEBサイトの構成は、「沖縄本島の14か所の主要な観光スポットまでの公共交通のアクセス方法の情
報」や「お得に周遊できるモデルコース」などを紹介している。

コンテンツ項目 内容

①観光地別のりもの検索

・那覇空港や那覇BTから沖縄本島の14か
所の主要観光スポットまでの1日あた
りの運行本数、所要時間、運賃、運行
事業者・路線を掲載した。

・また、具体的な検索はGoogleマップで
経路検索できるようリンク設定した。

②公共交通で周遊できる
おきなわ旅の楽しみ方

・乗り放題チケットを活用して、公共交
通で周遊できるモデルコースを3コー
ス（那覇市・浦添市編、南部編、北部
編）紹介した。

・既存サイト（おきなわ物語、たびらい
など）のモデルコースや別事業などの
紹介を行い、連携した。

▼WEBサイトの構成 ▼WEBサイト画面



1日あたりの運行本数、所要時間、運賃

運行事業者、運行路線

那覇空港発、那覇バスターミナル発からの情報を整理
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❖WEBサイト内容（①観光地別のりもの検索）

具体的な検索はGoogle
マップによる経路検索が
可能

多言語対応
（日・英・繁・簡・韓）

沖縄本島の14か所の
主要観光スポットまで
の公共交通のアクセス
方法を案内

・沖縄美ら海水族館

・オキナワハナサキマルシェ

・恩納村西海岸リゾート

・琉球村

・アメリカンビレッジ

・イオンモール沖縄ライカム

・コンベンションセンター

・パルコシティ

・瀬長島

・イーアス

・あしびなー

・おきなわワールド

・ひめゆりの塔

・斎場御嶽など

沖縄本島14か所の主要観光スポット
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❖WEBサイト内容（②公共交通で周遊できるおきなわ旅の楽しみ方）

❖那覇市・浦添市編 ❖北部編 ❖南部編

【ルート】モノレール・バス

那覇空港～浦添城址～首里城公園～

沖縄県立博物館・美術館～福州園～

波の上ビーチ～国際通り～栄町市場

【ルート】バス・高速船ルート

那覇空港～美ら海水族館～備瀬のフ

クギ並木～那覇市内

【ルート】バス

那覇空港～瀬長島ウミカジテラス～

沖縄アウトレットモールあしびなー～

イーアス沖縄豊崎～美らSUNビーチ

～道の駅いとまん～国際通り

【たびらい】
公共交通機関を利用した沖縄本島及
び沖縄・離島のモデルコース10選

【おきなわ物語】
レンタカーだけでないおきなわ旅
の楽しみ方

乗り放題チケットを活用して、
公共交通で周遊できるモデル
コースを3コースを紹介

既存サイト（おきなわ物
語、たびらいなど）のモ
デルコースも紹介
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＜参考＞令和4年度観光2次交通等利便性向上体制構築事業補助金（県事業）

✓ 新型コロナウイルス感染症の影響により受け入れ能力が低下した観光二次交通の拡充及び観光客等県
外からの渡航者の観光二次交通の受け入れ態勢の構築し、「観光客等県外からの渡航者」の利便性・
満足度向上を図ることを目的として、交通企画乗車券等を割引して販売する事業に要する経費（本来
の販売価格の30％以内）を補助する。

▼事業概要

【事業概要】
観光客を対象として、バスやモノレール、 ハイヤー、
レンタサイクルのご利用が最大で30％引きで お得
に利用できる「のりとくチケットキャンペーン」

【対象者】
観光客（県外在住者）

【実施期間】
令和４年８月１日から令和５年２月28日

【割引対象】
〇バス事業者（県内路線を運行するものに限る）
〇タクシー事業に関連する協会
〇モノレール（軌道）事業者（県内で営業を行うも
のに限る）
〇本補助金交付要綱施行時点において、交通企画乗
車券等を販売するもの

▼WEBサイト
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（２）周知・広報

①リーフレットの作成・配布

✓ 観光客に広く周知をするため、今年度開設したサイト（「おきなわのりもの旅」）の案内及び昨年度
に引き続き、Googleの経路検索、コンタクトレス決済導入の周知、また今年度実施した「のりとくチ
ケットキャンペーン事業」も併せて掲載したリーフレットを作成した。

✓ リーフレットは、観光客の来訪が考えられる那覇空港や那覇BTの案内所、及び沖縄県本島内の観光協
会（24協会）の案内所、イベント時などにおいて設置協力を行い、計5,000部を配布した。

作成したリーフレット（表面） 作成したリーフレット（裏面）

Googleの経路検索

コンタクトレス決済の内容のりとくチケッ
トキャンペーン
事業の周知

サイトの案内

那覇市観光協会のチラシ置き場



▼掲出場所（那覇空港国内線1階）

9

②デジタルサイネージへの掲示

✓ 沖縄の玄関口である那覇空港国内線1階ロビー（2か所）において、おきなわのりもの旅サイト案内、
Googleマップ等で経路検索、コンタクトレス決済、公共交通観光を促進するキャンペーン事業を掲出
し、観光客への周知・広報を図った。

✓ また、関係者のご協力でタクシー車内のデジタルサイネージにおいても掲出していただいた。
▼デジタルサイネージの掲出内容 ▼掲出場所（タクシー車内）
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③関係団体等への周知・広報

✓ 今年度、開設したサイト（「おきなわのりもの旅」）等の取り組みについて、オンラインプレスリ
リースを行った結果、計75件ニュースリリースとして紹介していただいた。

▼ニュースリリースによる掲載

出典：トラベルニュース

▼ニュースリリースによる掲載

出典： Rakuten Infoseek News 出典：沖縄タイムス

▼ニュースリリースによる掲載
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③関係団体等への周知・広報

✓ また、沖縄本島内の26市町村、24団体の観光協会、事業者などに対して、今年度の取り組み及びリー
フレットの案内などを行った結果、計32件（WEB：25件、SNS・ブログ：7件）紹介していただいた。

▼ブログ掲載（宿泊事業者）

出典：ダイワロイネットホテル沖縄県庁前
ブログ

「おきなわ のりもの旅」と題し
て、各サイトの概要についてブ

ログ形式で紹介

▼WEBによる掲載（中城観光協会）

出典：中城観光協会HP

▼おきなわ彩発見NEXT HP

▼「沖縄の路線バス おでかけガイドブック」

▼おきなわ物語 HP

2022/12/9発行
著者：室井昌也 編著／谷田貝 哲 アドバイザー



12

❖サイトの閲覧状況（PV・UU数など）

■サイトの閲覧状況①（ 令和4年7月26日～令和5年1月24日現在）

項目 内容

PV数 108,628件（平均：593.6件／日）

UU数 59,289人（平均：324.0人／日）

平均ページ
滞在時間

2分57秒

✓ 今年度開設したサイト閲覧状況について、Googleアナリティクスを用いて把握した。

✓ 令和5年1月24日現在、平均PV数：593.6件／日、平均UU数：324.0人／日となっている。

✓ 利用媒体は、スマートフォンからのアクセスが61.9％と最も多かった。

❖利用媒体

（３）取組効果



❖閲覧経路
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■サイトの閲覧状況②（ 令和4年7月26日～令和5年1月24日現在）

男性

69.0%

女性

31.0%

✓ 属性では、男性が69.0％と多く、25歳～44歳の利用があわせて51.9％と多かった。

✓ 利用は、日本が97.6％と最も多く、そのうち東京都が31.6％と多かった。

✓ 閲覧参照先は、「おきなわ彩発見NEXT」が37.9％と最も多く、次いで「おきなわ物語」が23.2％と多かった。

❖性別 ❖年代

❖国別

・日本(97.6%)

・台湾(0.6%)

・香港(0.5%)

・韓国(0.4%)

・アメリカ(0.3%)

・その他(0.6%)

❖都道府県別

・東京都(31.6%)

・大阪府(7.7%)

・沖縄県(6.1%)

・神奈川県(5.1%)

・その他(49.5%)

▽おきなわ物語
（https://www.okinawastory.jp）

▽おきなわ彩発見NEXT
（https://okinawasaihakkennext.com/）

他サイトからの
アクセス

https://www.okinawastory.jp/
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■おきなわのりもの旅サイト PV数・UU数の推移 ※2023年1月24日現在

おきなわ彩発見NEXT開始

✓ おきなわ彩発見NEXTの開始時期にアクセス数が増加した。
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