
防災ICT協働体 
理事長　翁長由佳 
(株)サンダーバード　代表取締役 

1

 
Okinawa Open Days 2020 
沖縄における観光危機管理の取組みとICT 
～減災・防災×ICTの可能性～ 
 



防災ICT協働体　理事長 

株式会社サンダーバード代表取締役 

首里高校／玉川学園大学文学部外国語学科卒 
★平成5年～平成31年3月まで 
一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 
に勤務→コンベンション振興室・イベント推進課・ 
コンベンション振興部・沖縄コンベンションセンター 
・国内受入推進課・国内プロモーション課・ 
企画・施設事業部 
★沖縄県国際会議事務局（福祉サミット・IDB)・JNTO（日本政府観光局）に出向 
★令和元年6月に「観光危機管理ラボ 株式会社サンダーバード」設立 
★令和2年4月、防災ICT協働体 理事長に就任 
★フロリダ大学TCMI（Tourism Crisis Management Institute)における 
「Train the Trainers」修了資格有。　★防災士 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HELLO!　翁長由佳です



　　　 　THUNDERBIRDとは

観光危機管理をわかりやすく伝える 
観光危機管理を理解してもらうことで危機に備え、 
備えることで自分と自分の隣にいる人たちの命を守りたくなる 
そんな素敵な世界をつくりたい 
 
設立年月日　令和元年6月6日 
代表取締役　翁長由佳 
主な業務　　観光危機管理についての研究を続け蓄積していく 
　　　　　　観光危機管理・防災についての勉強会等の実施 
　　　　　　観光危機管理・防災に関する訓練、イベント等の実施 
　　　　　　観光危機管理計画づくりや観光危機管理マニュアルの作成 

HELLO!　THUNDERBIRDです
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　　　 　THUNDERBIRDとは

防災・危機管理に関する業務をワンストップで実施し、 
　　　　ICTの力で人々の命や生活を守りながら、 
　　　　「安全・安心」な社会環境の実現を目指す 

 
設立年月日　令和2年4月1日 
組織体　　　任意団体　※将来的には法人化の予定 
会員企業　　7社（令和2年12月現在） 
　　　　　　株式会社サンダーバード（理事長） 
　　　　　　株式会社YUI Concept（副理事長） 
　　　　　　株式会社アクセルエンターメディア（事務局長） 
　　　　　　ベル・データ株式会社 
　　　　　　トラストコミュニケーション株式会社 
　　　　　　株式会社てぃーだクラウド 
　　　　　　創和ビジネスマシンズ 
　　　　　　 

HELLO!　防災ICT協働体です
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内容：Contents

1 ．旅の「安全・安心」
2．観光危機管理の必要性
3．防災ICT協働体について
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1
旅の「安全・安心」
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みなさんは「旅」が好きですか？
「どこかに行きたい」と思ったとき

ウェブで情報収集をしたり、
ガイドブックを買ったり…

では
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その目的地の「安全対策」や「防災対策」についても
同じように調べますか？

知らない土地で
地震や津波が起こったらどこに逃げるのか？
もしもテロや大規模火災に巻き込まれたら？

防疫体制はできているの？？？

わたしたちが思うほど
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「安全・安心」は当たり前ではありません。



沖縄観光の現状
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私たちの身近にある「観光」は、予期せぬ危機や、状況や環境の変化に大きな影響
を受ける可能性があります。
 

沖縄の1月観光客3%減、新型コロナで中国本土3割減 
2020/2/25 19:07　日本経済新聞 

 

沖縄観光客3～5月6割減も 新型コロナで試算 
2020/3/5 17:38　日本経済新聞 

 

沖縄観光客4月は9割減7万人、外国人はゼロ 
2020/5/26 19:48　日本経済新聞 

 

20年の沖縄観光客対前年61％減361万人に、予測を下方修正 
2020/8/26 19:40　日本経済新聞
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・10月1日から
　Go Toトラベルが
　スタート

・10月25日から
　スカイマーク
　下地島ー羽田
　下地島－神戸
　ピーチ
　那覇ー札幌
　那覇ー仙台
　路線新規開設
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令和2年度10月



沖縄における観光危機事例紹介
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沖縄地方に台風が接近する可能性は年間平均8.6件
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気象庁HPより

※2011年～2019年の9年間での平均

事例 【台風】
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☝ここにICT

★現状、台風により影響が出る場所の情報は、観光客自らが拾いにいかないと
　いけない。

【観光客が困ること】

・自分の帰る便が欠航になった場合、その日宿泊する場所の確保が必要になる。
　⇒現状、県内全宿泊施設の空室情報は一括管理されていない。

・避難が必要になった場合、最寄りの避難場所の確認。

　⇒テレビやラジオ、県の災害ポータルサイトでは発信。でもそこにリーチできて

　　いない人達は？

【観光事業者が困ること】

・県内観光施設の開閉園状況などの情報発信（県・OCVB・各自治体などのHP）
・観光客が危険な場所を知らずに行ってしまうことの回避ができない



※OCVB発表資料より

観光客のキャンセル数は７４６件　５,５７２人

直接損害額は約４億２千万円※キャンセル人数×観光客一人当たりの県内消費額（75,297円H28)

　2年前には麻しん（はしか）が流行

・2018年3月 20 日に４年ぶりとなる麻しん患者が確認され、その後感染
　が急激に広まり5月 15 日までに 99 名が感染 
・初めの発症患者は台湾人観光客（タイにて感染）。

・感染した患者の 70%がワクチン未接種、あるいは接種歴が不明 
・30 代の感染が 31％と最も多く、患者の 72％が 20 代から 40 代の成人
　だった

・6月11日に終息宣言
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事例 【感染症】
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☝ここにICT

★発症者・場所に関する正確な情報のとりまとめ、その発信（安全情報含む）

【観光客が困ること】

・これから沖縄に来る人達は、本当に行っても大丈夫なのかわからない。
　また、沖縄を観光中の観光客は、どこに行くと感染リスクが高まるのかそうじゃ
　ないのか、状況の確認が困難。⇒県・OCVBのHPでは毎日更新

・万が一発症した場合、どんな行動を取ったら良いのか、誰が助けてくれるのか
　わからない。⇒水際対策強化として県の旅行者専用相談センター「TACO」の開設

【観光事業者が困ること】

・風評被害⇒公表してもしなくても影響あり
・自社における感染症対策の効果的な発信⇒OCVB・地域観光協会などの発信は
　あるものの、積極的な誘客にはつながらない。



事例 【地震・津波】

沖縄にも地震・津波はいつか来る

※自然災害は繰り返される

　   1771年4月24日午前8時頃石垣島南東沖約40㎞でM7.4の地震が
　   発生（八重山地震）。その地震により推測30メートル※の
　   大津波（明和の大津波）が島を襲い、宮古・八重山両列島で
　   死者・行方不明者約12,000人（八重山で9,400人。宮古で約2,500
　　人）。石垣島では人口の48％が死亡・行方不明。
　   津波後に80年間に渡る飢饉、疫痢、マラリアの発生など、人口減
　   少につながった。

　　※84.8メートルとの記録もある。
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☝ここにICT

★沖縄は近年大きな自然災害がないことから、災害に対する危機意識が低い。

・県民などが災害をリアルにイメージできる、危機意識を高め、それに備える行動
　に移すための取組み強化。⇒動くハザードマップなど。

★万が一地震・津波が発生した際、観光客への積極的な初動への後押しが必要

・何が起こっているのか、どこに逃げれば良いのか、迅速な情報の提供（多言語
　で）が必要。

★避難生活の中での不安の解消
・県内避難施設情報の一括管理。語学対応、ハラール対応、備蓄など。

・個人情報の領域になりますが･･･避難所に来る人達の健康状態の確認（持病があ
　る、薬を服用している、アレルギーなど食事制限があるなど）が瞬時にできる。



事例 【県外・海外における事象が影響】

実際に沖縄で発生していない災害や危機が沖縄観光に影響　  
離島県である沖縄は、人の移動が空路や航路に頼らざるを得ないこと
から、県外で起こる災害や危機がダイレクトに観光産業に影響を与える
ことがある。

例）・台風が本州に上陸し、航空便がキャンセル

　　・アメリカ同時多発テロ

　　・SARS、MARS
　　・リーマンショック　　　　など
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沖縄県が観光危機管理に取り組むきっかけ

アメリカ同時多発テロ

平成13年（2001年）9月11日

アメリカ合衆国で同時多発的に実行された、イスラム過激派テロ組織アル

カイダによる4つのテロ攻撃の総称。一連のテロ攻撃による死者は約3,000
人（日本人24人を含む）、負傷者は6,000人以上であり、インフラ等への物

理的損害による被害額は最低でも200億ドル（日本円で約2兆円）とされて

いる。

事例 【県外における事象が影響】
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　　平成13年（2001年）9月11日　

　　　アメリカ同時多発テロ

　　　テロ発生から 1ヶ月後

・沖縄県への旅行予約のキャンセル

　人数が10万人超え

・そのうち修学旅行のキャンセル数

　が全体の約8割

　→例年9月～12月の間は高校生の

　  修学旅行シーズン

　→米軍基地があることにより、沖縄

　  も攻撃対象に含まれるとの  風評被

      害により保護者の不安が募る

事例 【県外における事象が影響】
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アメリカ同時多発テロ事件の影響による風評被害
　　　　　→「だいじょうぶさ～沖縄」キャンペーンを実施

キャンペーンロゴ「 OCVB」より

機体へのロゴ「JTA（株）」HPより

県内観光事業者が一致団結し、全
国キャンペーンを展開



　安全・安心は当たり前ではない

   
» 大型台風が来たら･･･

» 感染症が大流行したら･･･

» 地震や津波が発生したら･･･

  これらの危機は観光客の命を危険に晒し、沖縄観光産業に多大な
  ダメージを与えます。
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観光危機管理の必要性



リスクマネジメント　Risk Management
危険が発生する前にそれを回避し、被害を最小限に抑える取組みを行う

観光危機管理　Tourism Crisis Management
起こりうる危機を想定し、観光客や観光産業を守るためにそれに備え、
危機発生時の的確な初動、対応で被害の拡大を防ぐ。また、早期の回復
を目指す取組み。
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リスクマネジメントと観光危機管理
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平常時の対策
復興後　有効性の再検証

・観光危機情報伝達体制の整備
・観光関連施設の耐震化促進
・避難誘導標識、防災マップ等の設置
・観光危機管理知識の普及、啓発など

危機発生前

・観光危機管理計画・ BCP（事業継続
　計画）・マニュアル策定
・危機対応・避難誘導訓練等の実施
・観光危機情報の伝達手段の多様化
・安否確認システムの導入
・要支援観光客対応・支援、備蓄

危機後

・観光復興施策の企画・実施
・観光産業の事業継続支援
・観光復興プロモーション等

危機発生時

・観光危機管理体制の設置
・観光危機情報の収集・発信
・避難誘導、安否確認
・帰宅困難者対策
・救助・救急・医療活動、
　備蓄の供給
・風評被害対策等

観光危機管理における4R



　沖縄県における取り組み

   
 沖縄県では

「観光危機管理基本計画【2015年(平成27年)3月】」
「観光危機管理実行計画【2016年(平成28年)3月】」

が策定されています。※当時は全国に先駆けた取組み
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沖縄県が対象とする観光危機とは？
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①自然災害

地震、津波、台風、台風や大雨によ
る洪水・高潮・土砂災害・風害（竜巻
を含む）　等

②人的災害・危機

ホテル等の大規模火災、大規模交
通・航空機・船舶事故、大規模停
電、広範囲な通信障害、原子力災
害、不発弾、武力攻撃、テロ、ハイ
ジャック、凶悪犯罪　等
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②人的災害・危機

風評被害（フェイクニュース、
デマ、嫌がらせなど）

沖縄県が対象とする観光危機とは？

③健康危機

大規模食中毒、感染症
（新型コロナウイルスなど）、有毒生物等の
異常発生　等
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④環境危機

大気汚染、海洋汚染　等

沖縄県が対象とする観光危機とは？

⑤県外で発生した災害・危機

県外で発生した①～④の災害・危機で、
沖縄に影響を与える観光危機、主要市場に
おける急激な経済変動、主要市場発着航空便
の長期にわたる運航休止・減便、
他国との外交摩擦、紛争　等
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観光客・旅行者（その土地に居住、または勤務していない人
で、危機の発生した地域に居合わせた人を含む）と観光関連
産業である。
※髙松正人著観光レジリエンス研究所代表「観光危機管理ガイドブック」より

ただし、実際に観光客の隣にいるのは「県民」。
観光従事者だけではなく、県民にこそ観光危機管理への
理解を深める取組みをしてもらうことが大切。

観光危機管理の対象は？



★災害対策基本計画（国）は国民、地域防災計画（都道府県・市町村）　は住

民が対象で、観光客への対応が不十分
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どうして観光危機管理が必要なのか？

住民 観光客
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〈平成30年度〉　　沖縄県の入域観光客数

　　　　　　　　1,000万4300人（令和元年11月現在）

　　　　　　　　　1日あたりの観光客数

　　　　　　　　　　　約9万8673人
　　　　　　（年間入域観光客数÷365日×平均滞在日数3.59日）
　　　　　　　　　外国人観光客は約2万9,597人

沖縄には県民以外にも・・・



★オペレーション、環境、活動の観点から、観光は危機に対して脆弱

　である

★観光危機のインパクトは、旅行のキャンセルや物理的被害から来訪

　者の死亡事故まで非常に幅広い

★観光客は土地勘がなく、外国人の場合には文化も違い、言葉もわか

　らないため、危機時には災害時要配慮者になる

★観光客の一日も早い安全な帰宅を支援する必要がある

★危機に備え、被害を最小限に抑えることで、早期の復興につなげる

　ことができる→観光の早期復興は県や観光事業者にとって重要

★メディアの危機報道は観光地や組織の負のイメージを作り出す

★観光危機は多種多様なため、様々な対応を想定する必要がある 36

どうして観光危機管理が必要なのか？
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平常時の対策
復興後　有効性の再検証

・危機時情報伝達体制の整備
・職場（施設）などにおける飛沫防止
　対策、3密を避ける環境整備
・業務のオンライン化
・安全・安心な取り組みに対する評価
　制度の導入
・観光危機管理知識の普及、啓発など

危機発生前

・危機管理計画・BCP・マニュアル・
　ガイドラインの策定（見直し）
・危機対応・想定訓練等の実施
・近隣医療機関等との連携強化
・観光危機情報の伝達手段の多様化
・感染者対応・支援対策整備、備蓄

危機後

・観光復興施策の企画・実施
・事業継続のための活動・
　要請
・観光復興プロモーションや
　キャンペーン等の実施

危機発生時

・危機管理体制の設置
・危機情報の収集・発信
・防疫対策の徹底
・勤務体制の切り替え
・ゲストやスタッフの命を守
　るための対応・備蓄の供給
・風評被害対策等
・事業継続のための申請等

感染症対策における4R 復興後、必ず危機
対応の分析や検証
を行う。経験を
ムダにしない！
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3
防災ICT協働体について
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防災ICT協働体が目指すもの

自助・共助・公助の連携にICTをプラスし、安全性と効率化を両立させた
防災協働社会の実現へ



40

防災ICT協働体が取り組むこと

【自助】公民館・自治体等との連携
　・健康づくり、体力づくり教室：自宅から避難所までのウォーキング
　　⇒災害時はここに逃げるを意識づけながら、自分で逃げる力を養う。
　・味噌作り教室：味噌作りを体験し、味噌玉（備蓄食）を作る
　　⇒防災講座と併せて実施し、災害に備えた生きるための知恵を学ぶ。

【共助】教育委員会・社会福祉協議会・その他関連団体等との連携
　・地域の防災人材育成：日中帯に地域周辺に滞在する中高生への危機意識の強化
　　⇒初動の行動、避難所での活動など、災害発生時の共助の力を育成する。
　・観光危機管理指導員の育成：観光客を守るための取組み強化
　　⇒観光立県沖縄として、観光客の命を守るための取組みを強化し、危機に強い
　　　沖縄観光の確立を目指す。
　・防災情報連携体制構築：公民館や自治会、社会福祉協議会との連携体制構築支援
　　⇒防災を軸に地域連携を図り、地域に根ざした防災力強化を目指す。
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防災ICT協働体が取り組むこと

【公助】沖縄県・県内全市町村との連携
　・防災システム提案：災害発生時における安否確認システム提供、避難所運営に
　　　　　　　　　　　関するお手伝い、備蓄品管理支援システムなどの提案
　・新型コロナ対策：災害時避難所などでのPCR検査実施キットの提供
　・周辺市町村との連携：備蓄品相互提供連携に係る協定の締結に向けた支援
　・備蓄食問題：乳幼児からお年寄り、外国人観光客（在住者）まで対応する
　　　　　　　　備蓄食の提案
【その他】
　沖縄観光コンベンションビューロー・地域観光協会・民間企業との連携
　・観光支援：コロナ禍、アフターコロナにおける観光振興、危機管理に関する
　　　　　　　コンサルティングの実施
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防災ICT協働体の活動状況

・県内全市町村とのMOU締結
　⇒市町村が抱える防災の課題をICTで解決。有事だけでなくフェーズゼロ・
　　平時にも活用できる仕組みづくりを目指す

・公助の部分でマンパワーが足りないところを補う
　⇒様々なソリューションベンダーの提案を、ニーズやシーズが合致するよう
　　選定のお手伝い。
　⇒防災・観光危機管理の取組みに関する地域住民への勉強会（説明会）の実施

・これまでの固定観念を、BICと連携させることで変化させ、新しい取組みを
    生み出す。
　
・行政の手の届かない箇所に向けた、防災の取組みの強化。草の根活動。



最後に
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観光危機時に観光客の命を守るために･･･

★観光従事者、観光客の命を守るために観光危機対策マニュアルやBCPを

　作成する

★訓練を繰り返し、実際の行動の中で課題を見出し、常にマニュアルを見直す

★観光に特化せず、自治体・民間企業間の連携関係を深める

★飲食料品、衛生用品等の備蓄等、危機に備えて万全の策をとる

★将来的に危機時に活用できる予算の確保（基金の設立など）をする

★民間企業やICTの力を活用した自治体観光危機管理体制等の構築

こうした取り組みを県がバックアップし、国内外に発信していく。



Thank you!!
ご清聴ありがとうございました

Contact me!

Email: 
thunderyukabird@gmail.com
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