
様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

179

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

２件
環境保全
施設整備
数

２件 ２件 ２件 ２件

→ 県

文化観光スポーツ部　観光整備課

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

27,666 8,245
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　環境共生型観光の推進のため、市町村、地域の協議会等が行う自然環境等の保全に
配慮した観光地づくりへの取組みを支援することにより、沖縄観光の持続的発展を図る。
　具体的には、地域におけるルール周知や人材育成、環境共生型観光施設の整備への
支援を行う。

担当部課

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

環境保全施設整備数

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

実績値

　平成28年度は、石垣市における環境共生型観光施設整備（東屋）を予定していたが、
当該地域における保安林の解除等に時間を要したことから、平成29年度に繰り越した。
　しかし、保全利用協定締結地域における研修（名護市大浦川、石垣市白保）や情報発
信用ツール（パンフレット）のテスト作成を実施し、受入環境やプロモーションの支援を実
施したことから、やや遅れとした。

(施策の小項目) ―

○沖縄の貴重な自然環境と観光振興を持続的に両立させるには、実態調査等に基づい
た沖縄独自の環境負荷低減の取組指針が必要不可欠である。また、観光利用による観
光資源の劣化が見られる地域においては、市町村や地域が主体となって行う自然環境
等の保全に配慮した観光地づくりの強化が課題である。

対応する
主な課題

環境共生型
観光推進事
業

　保全利用協定締結地域における研修（名護市大
浦川、石垣市白保）や、情報発信ツール（パンフ
レット）のテスト作成及び施設整備（石垣市白保）
への支援を行った。

活動指標名

１件プロモーション支援数 ―

２件 ０件

推進状況

①環境共生型観光の推進

環境共生型観光推進事業

やや遅れ

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

市町村等が行う環境保全活動や施設整備への支援



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

51,623
(11,700)

一括交付
金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

1.3％
（23年度）

1.2％
（26年度）

2.4％
（28年度）

△0.1ﾎﾟｲﾝﾄ ―

傾向 全国の現状

５協定
（26年度）

７協定
（27年度）

６協定
（28年度）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成29年度計画

反映状況

①環境共生型観光を推進するため、事業者との意
見交換に市町村を加えることで、取組のより円滑な
推進を図る。

①研修会実施の際には地元市町村の参加も呼び
かけるとともに、世界自然遺産登録予定地を持つ
竹富町及びやんばる３村（国頭村、東村、大宜味
村）の観光行政担当者との意見交換を実施した。

事業名 活動内容

・保全利用協定締結地域への重点的な支援を進めるともに、未締結地域においても協定の効果を周
知し、市町村が実施する取り組みへの理解を促す。

・環境共生型観光を推進するため、保全利用協定に関する観光面での取組について、未締結地域に
おけるセミナー等を開催し、保全利用協定の普及を図り、沖縄県内におけるエコツーリズムの推進を
図る。

　成果指標については年度毎の増減があるものの概ね現状維持の状態である。しかしながら、
平成28年度中に新たに１カ所の保全利用協定（石垣市吹通川地区）が認定され、平成33年度
の目標値（６協定）を既に達成しているなど、県内事業者における保全利用協定への認識の高
まりが見受けられ、自然環境の持続可能な利用に向けて着実な進捗が図られている。

○内部要因
・保全利用協定締結事業者と協働する市町村において環境負荷軽減の優先度の低く、ルール作りの
促進及び施設整備を担う技術系職員が不足しているなど、組織的な問題がある。

○外部環境の変化
・最短で平成30年度とされる世界自然遺産の登録に向けて、環境共生型の観光推進に向けた関心の
高まりが予想される。

事業者間における保全利用協定の認
定数

環境共生型
観光推進事
業

　保全利用協定の観光ピーアールのための旅行博等への出展
などのプロモーション支援、保全利用協定締結地区における人
材育成・施設整備支援を行い、環境共生型観光の推進を図
る。

成果指標

平成28年度の取組改善案

次回来沖した際の、エコツアーへの参
加意向度

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

179

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

３件
ｴｺｱｸｼｮﾝ21
登録件数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

― ― ―

「主な取組」検証票
施策展開 3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立

施策 ①環境共生型観光の推進

(施策の小項目) ―

主な取組 エコリゾートアイランド沖縄形成事業

対応する
主な課題

○沖縄の貴重な自然環境と観光振興を持続的に両立させるには、実態調査等に基づい
た沖縄独自の環境負荷低減の取組指針が必要不可欠である。また、観光利用による観
光資源の劣化が見られる地域においては、市町村や地域が主体となって行う自然環境
等の保全に配慮した観光地づくりの強化が課題である。

取組内容
　沖縄県の観光資源の優位性を再認識し、沖縄観光の新しいブランド力の構築を図るた
め、自然環境等の観光資源の保全・育成に取り組む観光メニュー開発や、環境負荷の低
減を図る取組を、観光業界自らが促進する。

年度別計画

担当部課 文化観光スポーツ部　観光整備課

平成28年度実績

事業名 活動内容

エコリゾート
アイランド沖
縄形成事業

  平成24年度より環境部所管「観光施設等の総合的エ
コ化促進事業」（一括交付金）へ統合。今後は、観光関
連事業者に本事業補助金の活用を促し、環境負荷の低
減を図る。

活動指標名 計画値 実績値

エコアクション21登録件数 3件 0件

観光施設等の総合的エコ化促進
事業補助金等の説明会開催件数

― 2件

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

大幅遅れ

  エコアクション21登録件数が０件と実績なかったことから大幅遅れとした。しかし、説明
会等で、環境部所管「観光施設等の総合的エコ化促進事業」の補助金の活用を促し、観
光事業者が広く環境保全に配慮した取組を促進した結果、エコリゾートアイランド沖縄形
成事業の目的でもある観光関連事業者の事業活動に伴う環境負荷の低減への取組に
寄与している。

観光事業者が行う環境保全の取組への支援



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

１社
（24年度）

１社
（28年度）

15社 0件 10社

傾向 全国の現状

15件
（26年度）

11件
（27年度）

19件
（28年度）

→ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①市町村や地域が主体となって行う自然環境等の
保全に配慮した観光地づくりのため、引き続き、環
境部との協働体制の創設に向けて調整する。

①観光分野の事業説明会等で、該当事業の周知
を行った。
②環境部との連絡を取り持ち、課題解消に向けた
共通認識を持った。

平成29年度計画

事業名 活動内容

・世界自然遺産登録に向けた全庁体制が発足する見込みであり、それらを通じて、環境部との協働体
制の創設に向けて調整する必要がある。

成果指標

観光関連事業者におけるｴｺｱｸｼｮﾝ21
登録事業者数（累計）

参考データ 沖縄県の現状・推移

観光施設等の総合的エコ化促進事業
における補助件数

　観光関連事業者におけるｴｺｱｸｼｮﾝ21登録事業者数は1件であり、平成28年度目標値の15件
は達成は困難な状況である。また、全国の観光関連事業者（宿泊業・飲食サービス業）の登録
も、平成28年度末で10件で、平成26年度の１件を最後に、以降新規の登録はない状況である。
　しかしながら、説明会等で、環境部所管「観光施設等の総合的エコ化促進事業」の補助金の
活用を促しており、補助金活用件数は平成24年度の９件から、平成28年度には19件と、エコリ
ゾートアイランド沖縄形成事業の目的でもある観光関連事業者の事業活動に伴う環境負荷の
低減への取組に寄与している。

○内部要因
・環境部所管「観光施設等の総合的エコ化促進事業」の補助金については、観光事業者の活用はある
が、エコアクション21の登録にまで至っていない状況である。また、当該事業は平成28年度で終了して
いる。
・本制度登録による事業者側のメリットが見えないことが課題である。
○外部環境の変化
　・世界自然遺産の登録に向けて、環境共生型の観光への関心の高まりが予想される。

・世界自然遺産の登録に向けた機運の高まりを契機とし、環境部との協働体制の創設に向けて調整す
る必要がある。

エコリゾート
アイランド沖
縄形成事業

　観光事業者が率先して環境負荷の低減に取り組むことがで
きる方法について、環境部と連携して検討する。

平成28年度の取組改善案 反映状況



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

179

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

3件
情報発信
支援数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

5,728 4,498 県単等

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　自然環境に配慮し、安全性の高い高品質なエコツーリズムを推進するため、沖縄のエ
コツーリズム情報発信、地域コーディネーターの育成、エコツーリズム商品の質の向上に
寄与するとともに安全性等の基準を消費者らに分かりやすくする認証制度のあり方等に
ついて検討するための基礎調査等を行う。

担当部課 文化観光スポーツ部  観光整備課

取組内容

エコツーリズ
ム推進プラッ
トフォーム事
業

　エコツーリズムに関する認証制度の他地域事例
の検討及び沖縄に即した認証性のあり方の検討
を検討した。
　また、普及啓発活動としての研究大会及び地域
セミナーの開催等の人材育成及び情報発信を実
施した。

情報発信支援件数

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

(施策の小項目) ―

○観光リゾート産業のさらなる振興に向けては、沖縄の重要な観光資源である自然環境
や「沖縄らしい」風景・景観の保全・再生を図りつつ、文化、スポーツ、医療サービス等を
観光資源として利活用し、沖縄観光の魅力の再構築を図るなど、世界水準の観光リゾー
ト地としてのブランドイメージを高めることが重要な課題である。

対応する
主な課題

　保全利用協定締結地域の掲載等のWebサイトの改善、普及啓発活動としての研究大
会（１回）及びアジェンダ沖縄21への出展を実施し、それらを通じた情報発信や人材育成
を行うなど、エコツーリズム商品の質の向上に寄与する活動を行った。

実績値

推進状況

３件

活動指標名

３件

①環境共生型観光の推進

エコツーリズム推進事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

プログラムメニュー情報を紹介するWebコンテンツの作成

コーディネーターの育成

品質保証制度の検討・構築・導入



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

4,820 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

1.3％
（23年度）

1.2％
（26年度）

2.4%
-0.1ポイン

ト
―

傾向 全国の現状

５協定
（26年度）

７協定
（27年度）

６協定
（28年度）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①認定制度に係る研修会の中で、沖縄エコツーリ
ズム推進協議会との意見交換を行った。

反映状況

平成29年度計画

事業名 活動内容

エコツーリズ
ム推進プラッ
トフォーム事
業

　地域でのワークショップの開催による普及啓発及び人材育成
を実施するとともに、Webサイトの更なる改善による情報発信の
強化を実施する。また、認証制度に関するより詳細な研究を実
施し、制度構築に向けた検証を行う。

①エコツーリズム推進の中核を成す沖縄エコツー
リズム推進協議会との意見交換を行い、地域に即
した認証制度に向けた調査を実施する。

事業者間における保全利用協定の認
定数

次回来沖した際の、エコツアーへの参
加意向度

　認証制度では、地域の特性への順応性が実効性に繋がると予測できることから、地域特性に係る項
目を含め、より工夫されたデザインによる調査が望まれる。

　エコツーリズム推進を担ってきた沖縄エコツーリズム推進協議会との意見交換を行い、今後の沖縄
県のエコツーリズムを推進する中核組織についての検討を行う。

　成果指標については年度毎の増減があるものの概ね現状維持の状態であり、、平成28年度
中に新たに１カ所の保全利用協定（石垣市吹通川地区）が認定されるなど、県内事業者におけ
る保全利用協定への認識の高まりが見受けられ、平成33年度の目標値（６協定）を既に達成し
ているなど、自然環境の持続可能な利用に向けて、着実な進捗が図られている。

○内部要因
・エコツーリズム事業者や市町村ごとの推進体制について、各地域の自然環境の違い等から由来する
濃淡があり、全県的な取組に発展していない。
・認証制度に対するエコツーリズム事業者の意識調査を行った結果、地域差が大きいことが判明した。

○外部環境の変化
・世界自然遺産の登録に向けた機運の高まりにより、エコツーリズムに係る関心の高まりが予想され
る。

参考データ 沖縄県の現状・推移

成果指標

平成28年度の取組改善案



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

179

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

県

文化観光スポーツ部　観光整備課／観光振興課

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

20,807 17,285
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　世界水準の観光リゾート地としてのブランドイメージを高めるため、沖縄に適合した医療
ツーリズムのあり方を確立するための先進事業者への支援、医療ツーリズム促進の基
盤構築のための人材育成（医療現場における通訳等）、医療通訳派遣等の受入体制強
化に係る検討、沖縄型医療ツーリズムの誘客のためのプロモーション活動を実施する。

担当部課

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○高付加価値型観光・着地型観光の推進

○観光リゾート産業のさらなる振興に向けては、沖縄の重要な観光資源である自然環境
や「沖縄らしい」風景・景観の保全・再生を図りつつ、文化、スポーツ、医療サービス等を
観光資源として利活用し、沖縄観光の魅力の再構築を図るなど、世界水準の観光リゾー
ト地としてのブランドイメージを高めることが重要な課題である。

対応する
主な課題

ウェルネスリ
ゾート構築
推進事業

　ウェルネスツーリズムに関連したプロモーショ
ン、コンテンツ開発などの企画案を募り、4件を選
定した上で支援を行った。
　また、東京で開催されたツーリズムEXPOに出展
し、ウェルネスリゾート地としてのPRを行い誘客を
図った。

活動指標名

事業者支援件数 ― 4件

②沖縄独自の観光プログラムの創出

沖縄型ウェルネスツーリズム等の推進

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　事業者支援について、6件の応募があり、そのうち4件の支援を行い、県内のウェルネ
ス分野について、海洋療法やノルディックウォーキングなど、新たな観光コンテンツを開
発することができた。

推進状況

実績値

医療ツーリズム

のあり方に関す

る調査・検証

医療ツーリズム及びウェルネスツーリズム等に係
るプロモーション活動を行うとともに、県内事業者
に対するプロモーション活動及び人材育成支援



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

7,338
一括交付
金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― －

傾向 全国の現状

7件
（26年）

3件
（27年）

4件
（28年）

→ －

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成29年度計画

―

事業名 活動内容

成果指標

ウェルネスリ
ゾート構築
推進事業

平成28年度の取組改善案 反映状況

①沖縄らしいウェルネスコンテンツを増やすため継
続して事業者支援を行う。

②外国人観光客に緊急医療が必要な状況が発生
した場合、その問合せ等に対応できる機能につい
て検討を行うとともに、外国語対応ができる人材を
育成するため、引き続き医療通訳セミナーを開催
する。

①沖縄らしいウェルネスコンテンツを増やすため、
海洋療法やノルディックウォーキングなど、自然を
活用したコンテンツが開発された。

②医療通訳セミナー（英語・中国語）を全10回実施
した。

　沖縄の自然環境資源や健康保養施設等を活用したウェルネ
スリゾート地としての体制を構築するため、ウェルネス・医療
ツーリズム等に関連した事業に先進的に取り組む事業者等の
支援を行うとともに、ウェブサイトでの情報発信を行う。

ウェルネスツーリズムのコンテンツ開
発数

・多様で魅力ある観光体験を提供するため、沖縄らしいウェルネスコンテンツを増やすとともにPRする
必要がある。

・沖縄らしいウェルネスコンテンツを増やすため、継続して事業者支援を行うとともに、ウェブサイトにお
いて情報発信を行う。

　事業者支援によるコンテンツ数が増え、沖縄観光の魅力の再構築が図られ、世界水準の観光
リゾート地としてのブランドイメージを高めることに寄与した。

○内部要因
・既存のウェルネスコンテンツのPRが不足している。

○外部環境の変化
・ウェルネスツーリズムを推進する上で、国内外からの誘客を図るウェルネスコンテンツが不足してい
る。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

179

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

12件
支援件数

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

226,431 217,781
一括交付

金
（ソフト）

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　国内外の観光誘客の拡大につながるエンターテイメントの創出や新たなMICEメニュー
の開発・発掘等による新たな着地型観光メニューについて、地域観光協会や民間企業等
の自主的な取り組みを促進するため、公募により有望なプロジェクトを選定し集中的に支
援する。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光整備課

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○高付加価値型観光・着地型観光の推進

○観光客の平均宿泊日数や一人当たりの観光消費額は伸び悩んでいる状況にあり、ボ
トム期（閑散期）における観光客の増大、旅行者ニーズを踏まえた独自の着地型観光・
滞在型観光の推進、統合リゾート施設の導入検討、沖縄型特定免税店をはじめショッピ
ングの魅力を高める取組の強化等が課題である。

対応する
主な課題

戦略的課題
解決型観光
商品等支援

事業

　国内外の観光誘客の拡大につながる沖縄が持
つ様々な資源を活用した沖縄独自の観光商品（高
付加価値型観光）について、民間企業等の自主的
な取り組みを促進するため、公募により県が示す
戦略的観光商品のプロジェクトを選定し、集中的
に支援した。（21件支援）

活動指標名

エンターテインメント創出・観光メニュー開発の商品
造成支援件数（単年）

12件 21件

　エンターテインメント創出・観光メニュー開発の商品造成支援件数が計画12件に対し、
実績が21件となり取組を着実に推進していることから順調とした。
　沖縄観光の課題を検証し、その課題解決に向けた戦略的観光商品等の開発及び受入
体制が充実し、観光産業の持続性・安定性の確保が図られる着地型観光メニューやＭＩ
ＣＥメニューの開発等が図られた。

推進状況

実績値

②沖縄独自の観光プログラムの創出

沖縄の観光資源を活用したエンターテイメント創出・観光メ
ニュー開発等の支援

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

観光誘客につながるエンターテイメント
企画への支援

沖縄の観光資源を活用し
た観光商品の開発支援



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

224,592
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

12件
（23年度）

113件
（累計）

（28年度）

60件
（累計）

101件 ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

①観光客やイベントの閑散時期が依然あることから、閑
散時期に実施する事業を採択・支援するとともに、事業
成果報告会を開催し情報共有を図った。

②沖縄観光の課題を例示し助成事業の公募時期を早
め、商品開発等の支援や観光客誘客の早期着手を図
り、閑散期対策につながる支援やプロモーショを実施し
た。

③各地の魅力ある観光資源を「面」で捉えた広域連携
による周遊型の観光商品開発を図った。

平成29年度計画

エンターテイメント創出・観光メニュー
の商品造成件数（累計）

事業名 活動内容

戦略的課題
解決型観光
商品等支援

事業

　国内外の観光誘客の拡大につながる沖縄が持つ様々な資源
を活用した沖縄独自の観光商品（高付加価値型）観光）につい
て、民間企業等の自主的な取り組みを促進するため、公募に
より県が示す戦略的観光商品のプロジェクトを選定し、集中的
に支援する。（12件支援予定）

成果指標

平成28年度の取組改善案

①観光客来客数の少ない時期及びイベント閑散時期が
依然あることから、この時期に実施する事業を採択し、
支援を行い、成功事例は、情報発信し共有する。

②沖縄観光の課題を例示し、助成事業の公募時期を早
めることで、課題解決に向けた観光商品の開発等の支
援や観光客誘客が早期に着手でき、時期的に異なる観
光客数や業種別の繁忙期・閑散期の平準化につなが
り、観光産業の持続性・安定性が図られる。

③各地の魅力ある観光資源を「面」で捉えた広域連携に
よる周遊型の観光商品開発を支援する。

―

　平成28年度はエンターテイメント創出・観光メニューの商品造成件数（累計）が113件となり、平
成28年度の目標を達成した。助成予算額が減少する一方、公募数は一定数あり、平成28年度
の商品造成件数は21件となるなど、民間事業者等に取組の周知が図られてきている。一方、協
賛金等、自主財源の確保ができないことなどから辞退する民間事業者もあった。

○内部要因
・各支援事業の県外観光客目標数に達しない事業があった。県外観光客を多く誘客するためには、引
き続き採択の決定時期を早めることや支援期間を長くする事が必要である。また、協賛金等、自主財
源の確保ができないなどから辞退する民間事業者もあったため、助成事業（補助金）の不要額が生じ
た。
○外部環境の変化
 沖縄への観光入域客は、国内客及び外国客も好調な伸びを続けているが、観光プログラム開発が
個々で行われ製造・販売していることから、増大する観光客への供給が足りず商品造成の限界があ
る。

参考データ 沖縄県の現状・推移

反映状況



様式１（主な取組）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・観光客来客数の少ない時期及びイベント閑散時期が依然あることから、早期に実施する事業を採択
し、支援をする必要がある。

・業種別で閑散期が異なるため、沖縄観光の課題を検証し、その課題解決に向けた観光商品等の開
発及び受入体制の充実、観光産業の持続性・安定性の確保を図る必要がある。

・各地の魅力ある観光資源を「面」で捉えた広域による周遊観光ルート等の推進を図る必要がある。

・助成事業（補助金）の不用額を縮減させるため、自主財源の確保の確認、予算執行や事業計画の進
捗管理及び報告等を強化する必要がある。

・観光客来客数の少ない時期及びイベント閑散時期が依然あることから、４月に実施する事業を採択
し、支援を行い、成功事例は、情報発信し共有する。

・沖縄観光の課題解決に向けた観光商品等の支援や観光誘客が早期に着手できるように、助成事業
の公募時期を早める事で各事業者を支援する。

・各地の魅力ある観光資源を「面」で捉えた広域連携による周遊型の観光商品開発を支援する。

・助成事業（補助金）の不用額を縮減するために、助成事業者に予算執行状況を報告させ、事業の進
捗管理を行う。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

180

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

県

文化観光スポーツ部　観光整備課

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

78,800 77,361
一括交付
金

（ソフト）

施策 ②沖縄独自の観光プログラムの創出

(施策の小項目) ○高付加価値型観光・着地型観光の推進

主な取組 沖縄感動体験プログラム実証事業

対応する
主な課題

○観光客の平均宿泊日数や一人当たりの観光消費額は伸び悩んでいる状況にあり、ボ
トム期（閑散期）における観光客の増大、旅行者ニーズを踏まえた独自の着地型観光・
滞在型観光の推進、統合リゾート施設の導入検討、沖縄型特定免税店をはじめショッピ
ングの魅力を高める取組の強化等が課題である。

沖縄感動体験モデルの実証件数 ― 9件

取組内容
　入域観光客数の平準化による観光産業等の雇用環境の安定化等を図るため、観光閑
散期への観光客の誘致を促進する観光メニュー（商品）を調査・検討をしたうえで、造成
する。

「主な取組」検証票
施策展開 3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立

年度別計画

担当部課

平成28年度実績

事業名 活動内容

沖縄感動体
験プログラ
ム実証事業

　観光閑散期対策として、平成25年度に策定した
「沖縄感動体験プログラム」に基づき、感動体験モ
デルの実証を９件行ない、感動体験モデルの創出
を図った。さらに、沖縄観光閑散期のイメージ改善
に向けた情報発信を実施した。
（例）伊江島うみんちゅBBQ　他８件

活動指標名 計画値 実績値

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

順調
　沖縄感動体験モデルの実証について、９件のモデル実証を行った。モデルの実証にあ
たって実施した地域との意見交換やモニターツアーから、個々のモデルを商品化する際
に参考となる地域の情報や、課題などを抽出することができた。

調査・検討

感動体験プログラムの実証
・世界水準のエンターテイメントの創出・集積
・沖縄オリジナルの感動体験型エンターテイ
メントの推進

・集積環境の整備、情報発信等



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

○外部環境の変化
・平成28年度の入域観光客数は、過去最高となる877万人となった。一方、年明けの１月や２月は低調
となっており、ピーク期と閑散期の入域観光客数の差が観光業界の経営に影響を与え、雇用環境を不
安定にさせる要因のひとつとなっている。

平成28年度の取組改善案 反映状況

平成29年度計画

事業名 活動内容

― ―

①魅力的な観光メニュー（商品）の造成のため、引
き続き地域ステークホルダー及び受入事業者・団
体との連携を強化し沖縄感動体験モデルのビジネ
ス化（商品化）を図っていく。さらに市町村、観光協
会等とも連携図り、より地域の方との交流が生まれ
るメニューの造成を図っていく。

②引き続き、専用フェイスブックやHPを活用したモ
ニターツアーの募集や、実施状況などを随時報告
を行い、沖縄観光閑散期における沖縄観光のイ
メージ改善を図る。また、OCVBや団体等との連携
し、情報発信を行っていく。

③県内外の旅行社へ沖縄感動体験プログラムを
紹介し、商品化へ繋げていく。

①魅力的な感動体験モデルの創出のため、地域
の観光協会や漁協などと連携して取り組んだこと
により、より多くの地域資源の活用を図れ、また、
商品化に向けた地域の受入体制の強化を図るこ
とができた。

②沖縄感動体験プログラム専用のフェイスブック
で、モニターツアーの募集や、実施状況などを随
時報告したことにより、沖縄観光閑散期における
沖縄観光のイメージ改善に繋げることができた。

③実証を行った内容がわかるパンフレットを作成
した上で、県外への旅行社へ配付し、商品化を促
進した。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

　平成25年度に策定した「沖縄感動体験プログラム」に基づき、観光閑散期への観光客の誘致
を促進する新たな観光メニューの創出に向けた実証を実施することで、独自の着地型観光・滞
在型観光を定着させ、平均宿泊日数や一人当たりの観光消費額の増に寄与した。実証を実施
した観光メニューのうち、現在16件が商品化されている。

○内部要因
・当該事業自体は平成28年度で事業終了のため、実証したモデルの普及・周知の方法を検討する必
要がある。



様式１（主な取組）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・本事業は平成28年度で終了となるが、他事業の支援スキーム等を活用して、魅力的な観光メニュー
（商品）の造成のため、引き続き地域ステークホルダー及び受入事業者・団体との連携を強化し沖縄感
動体験モデルのビジネス化（商品化）を図っていく。さらに市町村、観光協会等とも連携を図り、より地
域の方との交流が生まれるメニューの造成を図っていく。

・観光閑散期を底上げし入域観光客数の平準化を図る観光メニュー（商品）の造成のためには、引き
続き県内の旅行社及び市町村や観光協会等が協力し、地域の魅力的な資源を組み合わせたメニュー
コンテンツの磨き上げ、観光ガイドや受入人材の強化を図るなど受け入れ体制の強化が必要である。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

180

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

５件
セミナー等
開催件数 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

27,607 25,030
一括交付
金

（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

26,209
一括交付
金

（ソフト）

施策 ②沖縄独自の観光プログラムの創出

「主な取組」検証票
施策展開 3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立

平成28年度実績

(施策の小項目) ○高付加価値型観光・着地型観光の推進

主な取組 沖縄リゾートダイビング戦略モデルの構築

対応する
主な課題

○観光リゾート産業のさらなる振興に向けては、沖縄の重要な観光資源である自然環境
や「沖縄らしい」風景・景観の保全・再生を図りつつ、文化、スポーツ、医療サービス等を
観光資源として利活用し、沖縄観光の魅力の再構築を図るなど、世界水準の観光リゾー
ト地としてのブランドイメージを高めることが重要な課題である。

取組内容
　インバウンドの更なる拡大等を図るため、ダイビング事業者の経営強化および外国人
ダイバーの受入のための体制整備を行う。

年度別計画

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

事業名 活動内容

リゾートダイ
ビングアイラ
ンド沖縄形
成事業

　沖縄型リゾートダイビング戦略モデル構築事業
の取組を踏まえ、国内ダイビング客の安定的な確
保やインバウンド客のさらなる拡大に向けた受入
体制の強化を図った。

活動指標名 計画値 実績値

事業名 活動内容

セミナー等開催件数 5件 6件

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

順調

　沖縄のダイビングにおける受入体制整備のため、ダイビング業界・市場における動向
調査を行い、ダイビング事業者の経営実態や外国人ダイバー受入実態を調査・分析し
た。また、県のＷＥＢサイトの拡充やセミナー等の開催により、事業者へのダイビング受
入体制に係る理解が深まった。セミナー等は計画を上回る６件開催し、順調に取り組ん
でいる。

平成29年度計画

リゾートダイ
ビングアイラ
ンド沖縄形
成事業

　沖縄型リゾートダイビング戦略モデル構築事業の取組を踏ま
え、国内ダイビング客の安定的な確保やインバウンド客のさら
なる拡大に向けた受入体制の強化を図っていく。

ガイドダイバー育成セミナー等の実施
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（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

32,997人
（25年）

55,285人
（26年）

144,951人
（27年）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

平成28年度の取組改善案 反映状況

①WEBサイトについて、ダイビングスポットやショッ
プ情報の見せ方をわかりやすく工夫する必要があ
る。

②事業者間の連携を促進するため、セミナー、会
議等の開催地域を拡大していく。

①ダイビングスポットの情報と、そこでダイビング
を体験させてくれるショップ情報をリンクさせるな
ど、サイト閲覧者にわかりやすいサイトとなるよう
構築した。

②平成28年度は、宮古・八重山の離島においても
セミナー等を開催した。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

外国人観光客におけるダイビング体
験者数（推計値）

　県のダイビングＷＥＢサイトにおいて、沖縄のダイビングスポットの魅力やダイビングショップ情
報等の充実を図り、世界水準の観光リゾート地としてのブランドイメージを高めることができたた
め、引き続き当該事業を実施していく。

○内部要因
・沖縄県では、受入側である地域のダイビング事業者間の連携に不足が見られることから、ダイビング
関係者を集めた情報交換会等を実施し、県外事例調査を踏まえ、連携が上手くいっている地域の特徴
などを事業者間で共有し、連携強化を図る必要がある。

○外部環境の変化
・年々増加する外国人ダイバーの満足度向上を図るため、海外事例調査等を踏まえたダイビングス
ポットの見せ方、県内ダイビング事業者の対応方法等を向上させていく必要がある。

・「リゾートダイビングアイランド沖縄」の形成に向けて、沖縄でダイビングをしたいという観光客の方
が、どこからでも情報が得られる総合情報WEBサイトの認知向上とその内容を拡充させる必要があ
る。

・多くの県内ダイビング事業者がインバウンドダイバーを集客できるような受入体制の整備に取り組む
必要がある。

・海外よりも高いおもてなし文化の確立やガイドスキルの向上、好まれるダイビングスポットの確認等、
インバウンド受入強化に向けたファムトリップ（誘客促進のため、旅行観光事業者を対象に現地視察を
してもらうツアー）等を継続して実施する必要がある。

・効果のあったファムトリップ招聘者によるダイビングセミナーについて、受講者を増やしていく必要が
ある。
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４　取組の改善案（Action）

・事業者間の連携を促進するため、セミナー等の開催地域を拡大していくほか、ダイビング関係者が沖
縄のダイビング業界の課題について議論できる情報交換会等を継続して開催する。

・国内外からのダイビング客の誘客増加を意識して、ＷＥＢサイトの拡充、セミナーの開催など受入体
制の整備を進める。

・国外のダイビング客は主にHPとSNSを活用し、ダイビング情報を得るため、WEBサイト等の認知度向
上の取組を進める。

・インバウンドダイバーの満足度向上を図るため、継続してファムトリップを実施していく。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

180

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
８回
プロモーショ
ン回数

県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

90,408 89,366
一括交付
金

（ソフト）

②沖縄独自の観光プログラムの創出

カップルアニバーサリーツーリズム拡大事業

8回 15回

(施策の小項目) ○高付加価値型観光・着地型観光の推進

○観光リゾート産業のさらなる振興に向けては、沖縄の重要な観光資源である自然環境
や｢沖縄らしい｣風景・景観の保全・再生を図りつつ、文化、スポーツ医療サービス等を観
光資源として利活用し、沖縄観光の魅力の再構築を図るなど、世界水準の観光リゾート
地としてのブランドイメージを高めることが重要な課題である。

対応する
主な課題

カップルアニ
バーサリーツー
リズム拡大事

業

　3地域においてプロモーションを実施した(日本、
香港、台湾)。香港では、現地のウエディングＥＸＰ
Ｏに1回参加した。台湾については、メディアを招
聘し、ＦＡＭツアー(観光地などの誘客促進のた
め、海外現地メディアや旅行関係事業者等を招聘
し現地視察をしてもらうツアー）を1回実施した。ま
た、台湾で個別販売会を１回実施した。県内にお
いては、受入体制整備に係る県内関係者会議を
12回開催した。

活動指標名

プロモーション回数

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

実績値

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　カップルアニバーサリー（プロポーズ、ウェディング、ハネムーン、バウ・リニューアル）の
ブランド化による国内外の入域観光客数の安定的需要の獲得ならびに発展的市場展開
を目的として、カップルアニバーサリーを控えたカップル、その関係者、リゾートへの旅行
に憧れをもつ大学生から新社会人までの世代に誘客対象を拡大し、国内外イベント等に
おけるプロモーション並びにマスメディアを活用した宣伝等を行う。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

３－(2)－ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

国内外での
プロモーショ
ン



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

59,612
一括交付
金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

12,068組
（H26年）

14,175組
（H27年）

15,399組
（H28年）

↗ －

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状・推移

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　平成28年の沖縄リゾートウエディング実施組数は、前年比1,224組増で過去最高の
15,399組であった。また、カップルアニバーサリーの県内状況について調査したところ平
成28年に県外からプロポーズを目的に来県した組数は456組であった。
　他事業と連携してプロモーション回数を増やし、国内、海外でのイベント出展や販売会
の実施、雑誌やＷＥＢ等の各種媒体活用も行っており、当該取り組みは順調に推移して
いる。

推進状況

平成28年度の取組改善案 反映状況

－

沖縄リゾートウエディング実施組数

カップルアニ
バーサリー
ツーリズム
拡大事業

　挙式組数も順調に増加しており、継続して活動を実施する。
　カップルアニバーサリー（プロポーズ、ウェディング、ハネムー
ン、バウ・リニューアル）のブランド確立の取り組みを強化し、国
内外におけるプロモーションを実施する。海外のブライダル事
業者・メディア等を招聘し販路拡大を行い、関連事業者、市町
村と連携をとり、県内アニバーサリー関連商品の造成促進、受
入体制強化を行う。

成果指標

　平成28年(暦年)の実施組数は、対前年比108.6％(1,224組増）の15,399組と過去最高を記録し
た。内訳は国内組数が対前年比106.4％(815組増）の13,532組、海外組数が対前年比128.1％
（409組増）の1,867組となった。沖縄リゾートウェディングのブランド化による国内外の需要獲得
及び入域観光客数の増加に寄与している。

－

事業名 活動内容

平成29年度計画

①これまでの好調な実績を踏まえ、より発展した
形で「カップルアニバーサリーツーリズム拡大事
業」を実施した。

②誘客対象をウェディングからカップルアニバー
サリー（プロポーズ、ウェディング、ハネムーン、バ
ウ・リニューアル等）を予定する者及びその関係
者、リゾートの旅行へ憧れを持つ世代（大学生～
新社会人）に拡大し新たな沖縄観光ブランドの確
立を図った。
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３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・リゾートウエディングで築いたブランド力をもとに、入域観光客数や滞在日数を拡大するための取り組
みが必要である。

・国内需要のほか、海外からの需要を積極的に取り込むプロモーションが必要である。

・県内外でカップルアニバーサリーの観光ブランド確立を図り、商品造成促進が必要である。

・新たにアニバーサリー関連事業者（宿泊、飲食等）との連携、受け入れ体制の構築が必要である。

○内部要因
・リーガルウエディング（海外において、その国の民法に基づいて行われる挙式スタイルのこと）の受入
を実施する市町村が年々増え、12自治体となっている。（H29.3.30現在）

・県内でもリゾートウエディング実施組数が多い名護市、読谷村、恩納村の３自治体により「ふるさと応
援宣言」がなされた。この取組は、中小企業庁が実施する「ふるさと名物応援制度」に基づくもので、今
後地域資源を活用したリゾートウエディング商品の開発が進められる。

○外部環境の変化
・国内市場において、少子高齢化や経済的な理由から結婚式をしない層、結婚式に意義を見いだせな
い「ナシ婚」層が増加している。

・少子化が進み市場が縮小すると言われるウエディング業界であるが、県内の好調なウェディングの
影響を受けチャペル施設数は年々増加し現在では31施設となった。（H29.3.30現在）
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実施計画
記載頁

180

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

14件
意見交換会

20件 20件 20件 20件

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

4,140 3,201 県単等

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　県内各地域の観光振興を図るため、離島観光振興会議や市町村等との意見交換会を
行い、地域の観光振興の方向性及び課題等を確認し、今後の取組みについて協議を行
う。
　市町村など地域の観光案内所の機能強化について、必要に応じて、先駆的地域の取り
組み状況を市町村等に情報提供する等の支援を行う。
　市町村へ専門的な知識を持つ観光まちづくりアドバイザーを派遣し、市町村が抱える課
題又は問題に対し、助言及び指導を行う。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光整備課

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○地域観光支援

○観光客の平均宿泊日数や一人当たりの観光消費額は伸び悩んでいる状況にあり、ボ
トム期（閑散期）における観光客の増大、旅行者ニーズを踏まえた独自の着地型観光・
滞在型観光の推進、統合リゾート施設の導入検討、沖縄型特定免税店をはじめショッピ
ングの魅力を高める取組の強化等が課題である。

対応する
主な課題

地域観光支
援事業

　離島観光の振興を図るための離島観光振興会
議を、宮古圏域、八重山圏域、久米島町で計３回
開催した（6市町村）。
　また宮古・八重山・久米島地域以外での県内２
地域に出向いて意見交換会を開催し、各市町村
の観光まちづくり担当課や地域観光協会・商工会
等と各地の地域観光の現状と課題について意見
を交わした。
　さらに観光まちづくりアドバイザーを、市町村や
地域観光協会等に対し５人派遣した。

活動指標名

意見交換会開催件数

実績値

20件 17件

②沖縄独自の観光プログラムの創出

地域観光の支援

市町村、地域観光協会等の主体的な観光振興の促進市町村、地域観光協会等の主体的な観光振興の促進

市町村の観光案内所の機能強化への支援



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

4,199 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

－ － － － －

傾向 全国の現状

24市町村
(H26年度)

27市町村
(H27年度)

30市町村
(H28年度)

↗ －

①離島観光振興会議等を実施する場合には、共
通の様式を用い、事前に市町村等から意見を提
出することで、市町村における課題把握等を行っ
た。

②平成28年度は本島広域圏における観光振興会
議は実施できなかったが、個別の意見交換会の
実施や市町村観光振興計画策定委員での助言
等、円滑な情報交換を行った。

③観光まちづくりアドバイザー派遣の周知も引き
続き行い、観光関係団体等が地域資源を活用し
た観光まちづくりの活動促進が図られた。DMOに
向けた取組についても、八重山ビジターズビュー
ローの候補法人登録などが行われた。

平成29年度計画

事業名 活動内容

地域観光
支援事業

　離島観光振興会議のみならず、本島の北・中・南部の広域圏
などでも合同会議を開くなどして、市町村や地域観光協会等と
の意見交換会等を複数回行い、地域の観光振興の方向性及
び課題等を共有し、今後の取組みについて広域的な連携体制
の構築を目指す。
　また必要に応じて沖縄観光推進戦略会議等において課題の
解決に向けた検討及び協議を行い、県が支援すべき施策の実
現及び事業の実施を図る。
　市町村への専門的な知識を持つ観光まちづくりアドバイザー
の派遣や、他事業の利活用等の紹介など、市町村が抱える課
題又は問題に対し、よりきめ細かい助言及び指導を行う。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①各市町村及び観光協会等を対象としたアンケー
トやヒアリングを行い、各地域の観光施策の状況
や連携体制等の課題を調査する。

②上記調査をベースに前年度に引き続き、離島観
光振興会議、市町村との個別意見交換会の開催
の他、本島内の北・中・南部広域圏においても観光
振興会議を開催し、県、市町村、観光協会、関連
機関・企業等との連携強化と円滑な情報交換を行
う。

③広域的な観点から地域観光の問題解決を図る
ため、観光まちづくりアドバイザー派遣を積極的に
行うとともに、他の事業等を紹介・活用するなどし
て、新たな観光資源発掘や商品企画・開発、販売
促進、地域人材育成等、地域の観光まちづくりの
活動を促進する。

推進状況

観光振興計画等を策定した市町村数

－

参考データ 沖縄県の現状・推移

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　離島観光振興会議を３回開催するとともに、開催希望の市町村や地域観光協会を募る
ほか、観光協会設立に向けた準備会での協力などにより概ね計画値を達成した。
　さらに観光関連団体の要望に応じたアドバイザー派遣を実施し、地域観光の受入整備
に寄与することができた。
　意見交換会等を開催することにより、地域の観光振興の方向性及び課題等を直接確
認することができ、県、市町村の今後の取り組み方針について認識の共有化が図られ
た。



様式１（主な取組）

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・県内各地域の観光振興の方向性及び課題等の把握、今後の取組みについての協議を更に促進する
ためにも、より多くの市町村・観光協会と意見交換等を行う必要がある。

・地域の観光まちづくりを推進するうえで、市町村のみならず、広域的な取り組みを行う一部事務組
合、協議会、地域観光協会の役割は大きく、これら地域団体の新たな観光資源発掘や商品企画・開
発、販売促進等の取り組みを促進することは重要である。　このため、各市町村の観光協会などの実
態を把握し、その課題共有と問題解決に県が率先して取り組む必要がある。

・各市町村及び観光協会との意見交換をより活発に実施するため、日程調整の早期開始などより柔軟
に意見交換会を実施できるよう取り組む。

・広域的な観点から地域観光の問題解決を図るため、観光まちづくりアドバイザー派遣を積極的に行う
とともに、他の事業等を紹介・活用するなどして、新たな観光資源発掘や商品企画・開発、販売促進、
地域人材育成等、地域の観光まちづくりの活動を促進する。

　　観光振興計画等を策定した市町村数はH23年度の19市町村に対し、H28年度末時点の策定
が30市町村と11件増加しており、地域主体の観光まちづくりに向けた進展が見られる。
　着地型観光・滞在型観光の推進に向け、各地域で開催した離島観光振興会議、市町村等と
の意見交換会や、観光まちづくりアドバイザーの派遣等を通じて、地元自治体と地域観光関連
事業者等との連携や、地域資源を活用した新たな観光魅力の創出といった、地域主体の観光
まちづくりに向けた気運が盛り上がりつつある。

○内部要因
・年間を通じた入域観光客数の平準化や本県観光産業が今後とも持続的に発展していくためには、地
域が主体となって独自の自然、文化、歴史など、多様性に富んだ観光資源を活用し住む人が誇りを持
ち、旅行者が何度でも訪れたくなる魅力ある観光地づくりの取組を推進することが必要である。

○外部環境の変化
・地域と緊密に連携し、各地域における魅力ある観光地づくりの取組促進、支援の在り方を検討すると
ともに、広域的な観点から、各市町村の取り組みについての連携体制の強化を図り、沖縄県全体とし
ての魅力の向上を推進する必要がある。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

180

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
100件
MICE開催支
援数 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

352,713 350,178
一括交付

金
（ソフト）

③スポーツコンベンションやMICEの推進

戦略的MICE誘致促進事業

実績値

100件 582件

(施策の小項目) ○MICE誘致の強化

○国内外の各地域において、ＭＩＣＥ誘致競争が年々拡大している中、特に海外市場に
おける知名度の向上が課題となっている。また、資金的なインセンティブや沖縄ならでは
の体験等も含めた沖縄開催の魅力の創造とその発信も重要である。さらに、近年では、
既存施設では収容が不可能な１万人規模の会議開催案件も発生してきており、施設の
収容能力も課題を抱えている。

対応する
主な課題

戦略的MICE
誘致促進事
業

　国内外のMICE見本市・商談会への参加及び誘
致セミナー開催（計26件）を通じて、誘致・広報事
業を実施した。
　県内で開催されるMICEに対して、シャトルバス運
行支援や空港歓迎式開催等の支援を582件実施
した。
　県内のMICE受入体制充実のため、外部アドバイ
ザーを地域に派遣し、地域の観光資源を活かした
ユニークベニュー※1の掘り起こしや連携体制づく
りを実施し、商品造成に繋げた。

活動指標名

MICE開催支援件数

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　国内・海外からの新たな需要を取り込むことで、市場の拡大を図り、沖縄MICE産業の
発展に繋がる各種事業を継続的・集中的に実施する。
　具体的には、沖縄へのMICE開催を推進するため、「誘致・広報活動」、「開催支援」、
「受入体制整備」に係る事業を実施する。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光整備課

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

MICE誘致活動、開催支援、受入体制整備

に関する支援・助成



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

510,420
一括交付

金
（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

486件
66,195人

（H23年度）

607件
86,779人
（28年度）

786件
136,195人
（28年）

121件
20,584人

2,590件
1,995,336人

（H26年）

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説

明

参考データ 沖縄県の現状・推移

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

・MICE開催支援を582件行い、沖縄で開催されるMICEの質の向上・参加者増加を図っ
た。
・地域のユニークな文化・伝統・景観を活かしたユニークベニュー※1の商品造成を行っ
たほか、取組主体の意欲喚起・連携体制の構築に向けた取組を行った。
（※1） ユニークベニューとは、「特別な会場」、「特別な場所」の意味で、美術館、博物館、
歴史的建築、文化施設などで会議やレセプションを開き、特別感や地域特性を演出する
会場のこと。

推進状況

平成28年度の取組改善案 反映状況

①沖縄開催のメリットが大きいMICE分野を絞り込
み、戦略的かつ効果的なMICE誘致を展開するた
め、大型MICE施設を核としつつ既存MICE施設含
めた県全体のMICEの誘致戦略や人材育成等を盛
り込んだ「沖縄MICE振興戦略（仮称）」の策定に着
手する。

②MICE開催地としての沖縄の魅力向上のために
は、地域の文化・観光資源を活かしたMICEコンテ
ンツの開発が必要であり、受入主体となる地域関
係者と民間事業者の意欲喚起・連携体制づくりを
引き続き実施する。

―

　開催件数及び参加者数は増加傾向にあるが、国際会議等コンベンションの誘致をさらに強化
する必要がある。

MICE開催件数
MICE参加者数

事業名 活動内容

戦略的MICE
誘致促進事

業

・大型MICE施設をはじめ既存MICE施設を含めた県全体の
MICEの誘致戦略や人材育成等を盛り込んだ沖縄MICE振興戦
略（仮称）を策定する。
・国内外の新たなMICE需要を取り込み沖縄MICE産業の発展
に資するため、見本市・商談会等の機会を通じた誘致・広報活
動を行う。
・沖縄県へのMICE誘致の誘引材料とし、MICEの質の向上を図
るため、県内で開催されるMICEに対して、シャトルバス運行支
援や空港歓迎式開催等の支援を実施する。
・県内のMICE受入体制充実のため、地域特性を活かしたユ
ニークベニュー等の開発や連携体制づくりを実施する。
・県内のMICE開催に有用なコンテンツや情報システムの構築
を行う。

成果指標

平成29年度計画

①検討委員会を立ち上げ、沖縄MICE振興戦略
（案）のとりまとめを行った。

②読谷村及び石垣市を対象に、地域のMICE受け
入れ体制の整備のためのエリア開発を行った。



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・沖縄開催のメリットが大きいMICE分野を絞り込み、戦略的かつ効果的なMICE誘致を展開する必要が
ある。

・MICE受入の基礎となる対応人材の拡充や、参加者の満足度向上に繋がる体制強化が必要である。

・沖縄開催のメリットが大きいMICE分野を絞り込み、戦略的かつ効果的なMICE誘致を展開するため、
大型MICE施設を核としつつ既存MICE施設含めた県全体のMICEの誘致戦略や人材育成等を盛り込ん
だ「沖縄MICE振興戦略（仮称）」を策定し、戦略に基づいたMICE誘致を展開する。

○内部要因
・大型MICE施設の整備を見据え、沖縄独自の誘致戦略の策定や受入体制の強化、MICEビジネスの
創出など戦略的取組が必要である。

○外部環境の変化
・アジア諸国及び国内他都市におけるMICE誘致競争激化に伴い、競合地に対抗し得る誘致活動が必
要である。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

181

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

H29年
供用予定

県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

7,957,269
(47,635)

7,040,438
(47,613)

県単等

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　これまで、施設規模が原因で誘致が実現していなかった中～大型の国内・海外のMICE
及びその参加者について沖縄での開催誘致を促進し、観光消費額の増加や入域観光客
数の平準化に寄与することを目的に大型MICE施設を整備する。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光整備課

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○ＭＩＣＥ誘致の強化

○国内外の各地域において、ＭＩＣＥ誘致競争が年々拡大している中、特に海外市場に
おける知名度の向上が課題となっている。また、資金的なインセンティブや沖縄ならでは
の体験等も含めた沖縄開催の魅力の創造とその発信も重要である。さらに、近年では、
既存施設では収容が不可能な１万人規模の会議開催案件も発生してきており、施設の
収容能力も課題を抱えている。

対応する
主な課題

大型MICE受
入環境整備
事業

　建設予定地の一部用地を取得したほか、大型Ｍ
ＩＣＥ施設整備基本計画を策定し、施設整備から運
営に係る一連の事業者公募を実施した。
　また、周辺のＭＩＣＥ関連施設を含めたゾーニン
グ計画案である「ＭＩＣＥエリアまちづくりビジョン」
を策定し、大型ＭＩＣＥ施設の受入環境整備に係る
住民説明会を実施した。

活動指標名

― ― ―

③スポーツコンベンションやMICEの推進

大型MICE受入環境整備事業

大幅遅れ

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　当初予定の供用開始（平成29年）から遅れているため、大幅遅れとした。
　しかし、利用者満足を得られる施設水準の実現と整備費用最適化に向け、有識者委員
会を踏まえ、平成28年8月に「沖縄県大型ＭＩＣＥ施設整備基本計画」を策定した。
　また、周辺のＭＩＣＥ関連施設を含めたゾーニング計画案である「ＭＩＣＥエリアまちづくり
ビジョン」を策定し、庁内関係部局で構成する「大型ＭＩＣＥ受入環境整備推進会議」、県
及び地元町村等で構成する「大型ＭＩＣＥエリア振興に関する協議会」を設立し、大型
MICE施設整備の受入環境整備に係る協働体制を構築した。

推進状況

実績値

調査・検討 基本設計 実施設計 工事



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

1,409,324
一括交付
金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

486件
66,195人
（23年度）

607件
86,779人
（28年度）

786件
136,195人
（28年）

121件
20,584人

2,590件
1,995,336人
（26年）

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

①利用者満足を得られる施設水準の実現と整備
費用最適化に向け、有識者委員会を踏まえ、平成
28年8月に「沖縄県大型ＭＩＣＥ施設整備基本計
画」を策定した。
②大型ＭＩＣＥ施設周辺のゾーニング計画案である
「ＭＩＣＥエリアまちづくりビジョン」を策定し、庁内関
係部局で構成する「大型ＭＩＣＥ受入環境整備推進
会議」、県及び地元町村等で構成する「大型ＭＩＣ
Ｅエリア振興に関する協議会」を設立し、大型
MICE施設の受入環境整備に係る協働体制を構築
した。
③ＭＩＣＥ関連人材の育成や、ＭＩＣＥの誘致戦略を
盛り込んだ「沖縄ＭＩＣＥ振興戦略（案）」を作成し
た。

平成29年度計画

・MICE開催件数
・MICE参加者数

事業名 活動内容

大型MICE受
入環境整備
事業

　平成29年4月に、施設整備から施設運営までを一括して担う
事業者を決定し、事業契約締結後に設計業務に着手する。
　また、建設工事に着手するまでに必要な用地の取得を行う。
　なお、MICEエリア周辺に宿泊施設及び商業施設を誘致する
ため、関係部局と連携し、港湾計画及び都市計画変更等の手
続きに着手する。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①大型ＭＩＣＥ施設の建設地が「中城湾港マリンタ
ウン地区」に決定し、施設の機能・規模も決定した
ことに伴い、建設地となる地元自治体との協働体
制を構築するとともに、「沖縄県大型ＭＩＣＥ施設整
備運営事業アドバイザリー業務」の中で策定する
整備基本計画において、利用者満足を得られる施
設水準の実現と整備費用最適化に向け、引き続き
詳細に検討していく。
②ＭＩＣＥエリア周辺に計画的に宿泊施設や商業施
設が誘致できるよう、関係部局や地元自治体と連
携を図りながら、「街づくりビジョン」を策定した上
で、港湾計画や都市計画等の変更を目指す。
③ＭＩＣＥ関連人材の育成や、ＭＩＣＥの誘致戦略を
盛り込んだ「沖縄ＭＩＣＥ振興戦略（仮称）」を策定
し、県、OCVB、運営事業者が一体となってＭＩＣＥ
誘致に取り組む。

―

　成果指標も伸びており、さらに、成果目標の達成に向けて取り組んでいる。
　今後は、大型MICE施設の整備により、これまでの既存MICE施設の機能・規模不足により取り
込めなかった国内外のMICE需要が取り込めるほか、今後10年のMICE振興の指針となる「沖縄
MICE振興戦略（仮称）」を策定し、同戦略を推進するため産学官の関係団体で構成する「MICE
戦略推進ネットワーク（仮称）」を設立するなど、全県的なMICE推進体制の構築と誘致・受入体
制の強化を図ることでMICE開催等のさらなる充実が見込まれる。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・大型ＭＩＣＥ施設の安定的な運営（稼働率の向上）推進においては、ＭＩＣＥエリアとして利便性及び機
能性の向上を図ることを目的として、交通アクセスの改善、宿泊施設・商業施設の誘致を図る必要が
あり、これらについて、引き続き、大型ＭＩＣＥ施設の受入環境整備に係る協働体制の中で協議を重ね
ていく。

・ＭＩＣＥエリア周辺に計画的に宿泊施設や商業施設が誘致できるよう、港湾計画、都市計画及び交通
計画に係る関係部局や地元自治体と連携を図る。
・ＭＩＣＥ関連人材の育成や、ＭＩＣＥの誘致戦略を盛り込んだ「沖縄ＭＩＣＥ振興戦略（案）」を策定し、経
済界・産業界、大学等研究機関、学会・協会等の各種団体、行政関係団体の連携体制を構築し、戦略
的なＭＩＣＥ振興を図る。

○内部要因
・建設地や施設の機能・規模等の決定の遅れにより、当初計画から遅れが生じている。
・地元自治体等の地域と一体となり、周辺エリアでの宿泊施設、商業施設の立地を促進させる必要が
ある。
・国内外のＭＩＣＥ需要を取り込む誘客戦略の策定、ＭＩＣＥ関連人材の育成について早急に取り組む必
要がある。
○外部環境の変化
・ＭＩＣＥの開催ニーズは年々多種多様化してきており、今後も変化を続けていくものと見込まれるが、
主催者や参加者の観点から、ＭＩＣＥ施設へのアクセシビリティについては、今後も変わらず利便性が
求められる。
・震災復興事業やオリンピック需要等による建設需要の高まり、消費税増税による建設コストの増が予
測される。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

181

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

65,691 65,691 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

65,691 県単等

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　国際・国内コミュニケーションの場としてのコンベンションを誘致・推進し、本県の産業経
済及び教育文化の振興に寄与するため、沖縄コンベンションセンターの管理・運営を行
う。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光整備課

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○ＭＩＣＥ誘致の強化

○国内外の各地域において、MICE誘致競争が年々拡大している中、特に海外市場にお
ける知名度の向上が課題となっている。また資金的なインセンティブや沖縄ならではの体
験等も含めた沖縄開催の魅力の創造とその発信も重要である。さらに、近年では、既存
施設では収容が不可能な１万人規模の会議開催案件も発生してきており、施設の収容
能力も課題を抱えている。

対応する
主な課題

平成29年度計画

沖縄コンベ
ンションセン
ター管理運
営事業

　国内外の優れたＭＩＣＥの誘致と、安心・安全な
施設の利用環境を維持するため、指定管理制度
を活用し適切な管理・運営を行った。

活動指標名

沖縄コンベンションセンター利用者数 －

事業名 活動内容

沖縄コンベ
ンションセン
ター管理運
営事業

　沖縄コンベンションセンターを指定管理制度により適正な維
持・管理を行い、MICE等の誘致促進を図る。

実績値

516,137人

③スポーツコンベンションやMICEの推進

沖縄コンベンションセンター管理運営事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　沖縄コンベンションセンターを指定管理制度により適正な管理・運営を行った結果、国
内外の会議等を442件開催、計516,137名の方が本施設を利用した。（H27実績 催事件
数：467件、施設利用者数 503,364名）

推進状況

MICE誘致に向けた適正な施設の管理・運営



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

486件
66,195人
(23年度)

607件
86,779人
(H28年度)

786件
136,195人

121件
20,584人

2,590件
1,995,336人

（H26年）

傾向 全国の現状

420件・
889,211人
（26年度）

467件・
503,364人
（27年度）

442件・
516,137人
（28年度）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①28年度は、修繕計画に基づき、屋根修繕工事を
実施、舞台吊物機構の修繕設計を行った。

②指定管理期間を5年としたことで、指定管理者に
おいて引き続き誘致活動を行ったことから、中長
期的なＭＩＣＥ誘致を積極的に進めることができ
た。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①27年度に引き続き、沖縄コンベンションセンター
の修繕計画に基づき、計画的な修繕を行い、MICE
誘致等の活動を円滑に進める。

②27年度に引き続き、中長期（3～5年）のMICE計
画があるイベント等を誘致していく。

沖縄コンベンションセンター
催事件数・参加者数

・安全かつ快適で、魅力あるコンベンション施設としての機能維持を図り、MICE誘致等の活動を円滑に
進めるために、施設の老朽化の状況を把握し、計画的な修繕を行う必要がある。

・国際会議や大型ＭＩＣＥは、企画段階から実施まで、2,3年の期間を要すること多い。また、会場が決
定した後は、準備から終了まで、主催者と綿密な調整・連携が必要となる。よって、ＭＩＣＥの誘致にお
いては、主催者と初期接触からイベント終了まで、一括して対応できる態勢を整えることが重要であ
る。

・28年度に引き続き、沖縄コンベンションセンターの修繕計画に基づき、計画的な修繕を行い、MICE誘
致等の活動を円滑に進める。

・28年度に引き続き、、県、OCVB、指定管理者が一体となって中長期（3～5年）のMICE計画があるイ
ベント等を誘致していく。

　施設を適正に管理した結果、催事の開催に影響を与えるような事故、故障及び施設利用者の
怪我等は発生しなかった。
　施設利用件数は、27年度の467件から25件減少し、442件となった。
　施設利用者は、27年度の503,364人から12,773人増加し、516,137人となった。
　MICE開催件数及び参加者数について、変動はあるものの順調に推移してきているが、目標達
成には至っていない。

○内部要因
・建物が築29年が経過し、施設の老朽化が激しくなっている状況にあり、急な破損により建物使用不可
になることは、MICE誘致等の活動にも影響が出てくる恐れがある。
・ＭＩＣＥ誘致を促進するためには、指定管理者の営業力・対応力を強化する必要がある。

○外部環境の変化
・入域観光客数の増加、航空路線の増大などの影響により、MICE参加者は増えている。

MICE開催件数
MICE参加者数

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

181

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→ 県

文化観光スポーツ部　観光整備課

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

65,633 65,633 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

65,633 県単等

　万国津梁館を指定管理制度により適正な管理・運営を行った結果、国際会議、県外会
議及び県内会議等を255件開催、計22,389名の方が本施設を利用した。（H27実績 催事
件数：247件、施設利用者数：21,309名）

推進状況

事業名

③スポーツコンベンションやMICEの推進

万国津梁館管理運営事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

平成29年度計画

万国津梁館
管理運営事
業

　国内外の優れたＭＩＣＥの誘致と、安心・安全な
施設の利用環境を維持するため、指定管理制度
を活用し適切な管理・運営を行った。

活動指標名

活動内容

万国津梁館
管理運営事
業

　万国津梁館を指定管理制度により適正な維持・管理を行い、
MICE等の誘致促進を図る。

万国津梁館利用者数 ― 22,389 人

施策

主な取組

(施策の小項目)

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

実績値

○ＭＩＣＥ誘致の強化

○国内外の各地域において、MICE誘致競争が年々拡大している中、特に海外市場にお
ける知名度の向上が課題となっている。また資金的なインセンティブや沖縄ならではの体
験等も含めた沖縄開催の魅力の創造とその発信も重要である。さらに、近年では、既存
施設では収容が不可能な１万人規模の会議開催案件も発生してきており、施設の収容
能力も課題を抱えている。

対応する
主な課題

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　国内外の優れたコンベンションを誘致し、国際交流及び文化交流の推進並びにリゾート
沖縄の振興を図り、もって地域の振興発展に寄与するため、万国津梁館の管理・運営を
行う。

担当部課

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

MICE誘致に向けた適正な施設の管理・運営



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

486件
66,195人
(23年度)

607件
86,779人
(H28年度)

786件
136,195人

121件
20,584人

2,590件
1,995,336人

（H26年）

傾向 全国の現状

215件・
24,719人
（26年）

247件・
21,309人
（27年）

255件・
22,389人
（28年）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

MICE開催件数
MICE参加者数

参考データ 沖縄県の現状・推移

平成28年度の取組改善案

成果指標

・安全かつ快適で、魅力あるコンベンション施設としての機能維持を図り、MICE誘致等の活動を円滑に
進めるために、施設の老朽化の状況を把握し、計画的な修繕を行う必要がある。

・国際会議や大型ＭＩＣＥは、企画段階から実施まで、2,3年の期間を要すること多い。また、会場が決
定した後は、準備から終了まで、主催者と綿密な調整・連携が必要となる。よって、ＭＩＣＥの誘致にお
いては、主催者と初期接触からイベント終了まで、一括して対応できる態勢を整えることが重要であ
る。

①27年度に引き続き、万国津梁館の修繕計画に基
づき、計画的な修繕を行い、MICE誘致等の活動を
円滑に進める。

②27年度に引き続き、中長期（3～5年）のMICE計
画があるイベント等を誘致していく。

反映状況

・28年度に引き続き、万国津梁館の修繕計画に基づき、計画的な修繕を行い、MICE誘致等の活動を
円滑に進める。

・28年度に引き続き、県、OCVB、指定管理者が一体となって中長期（3～5年）のMICE計画があるイベ
ント等を誘致していく。

　施設を適正に管理した結果、催事の開催に影響を与えるような事故、故障及び施設利用者の
怪我等は発生しなかった。
　施設利用件数は、27年度の247件から8件増加し、255件となった。
　施設利用者は、27年度の21,309人から1,080人増加し、22,389人となった。
　MICE開催件数及び参加者数について、順調に推移しているが、目標達成には至っていない。

○内部要因
・建築から15年が経過し、施設等の老朽化が進んでいる状況にあり、MICE等の誘致活動に支障が出
る可能性がある。
・MICE誘致を促進するためには、指定管理者の営業力・対応力を強化する必要がある。

○外部環境の変化
・インセンティブ系催事で使われることが増え、参加者数などが増えている。

①28年度は、修繕計画に基づき、空調機器・配管
等の修繕を行った。

②指定管理期間を5年としたことで、指定管理者に
おいて引き続き誘致活動を行ったことから、中長
期的なＭＩＣＥ誘致を積極的に進めることができ
た。

万国津梁館
催事件数・参加者数



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

181

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

６事業以上
モデル事業
数

→
県

市町村
民間

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

66,891 62,198
一括交付
金

（ソフト）

③スポーツコンベンションやMICEの推進

スポーツ・ツーリズム戦略推進事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　新規のスポーツイベントには補助率を高く設定し、2年目以降のスポーツイベン
トは補助率を下げるなど、スポーツイベントの定着化が図られるよう、支援枠を
設定しており、モデル事業数が計画値どおりの６事業となったため順調とした。

推進状況

実績値

6事業

対応する
主な課題

スポーツ
ツーリズム
戦略推進事
業

　繁忙期と閑散期の格差縮小・雇用創出、新
たな専門性を持つ観光産業人材の創出及びス
ポーツが持つ周期性による集客効果・経済効
果の実現等、沖縄観光の推進に寄与すること
から、観光メニューとしてのスポーツツーリ
ズムの推進を図るため、スポーツイベントの
モデル事業を選定し、６事業に支援を行っ
た。

活動指標名

スポーツツーリズムモデル事業数 6事業

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○スポーツ・ツーリズムの推進

○観光リゾート産業のさらなる振興に向けては、沖縄の重要な観光資源である自然環境
や「沖縄らしい」風景・景観の保全・再生を図りつつ、文化、スポーツ、医療サービス等を
観光資源として利活用し、沖縄観光の魅力の再構築を図るなど、世界水準の観光リゾー
ト地としてのブランドイメージを高めることが重要な課題である。

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　沖縄観光の新たな魅力の創出や着地型観光の拡充を目的とし、スポーツの活用により
観光を推進・活性化するスポーツツーリズムを沖縄に根付かせるためのモデル事業と連
携した誘客促進等の実施と新たなスポーツツーリズム受入体制の整備を行う。

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

スポーツ・ツーリズムモデル事業の実施、定着化促進、
新規開拓



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

62,668
一括交付
金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

460件
75,056人
（22年）

625件
55,965人
（27年）

510件
82,600人

165件
△19,091人

―

228件
6,542人
（22年）

351件
10,739人
（27年）

250件
7,200人

123件
4,197人

―

傾向 全国の現状

94,094人
（25年）

93,866人
（26年）

92,568人
（27年）

→ ―

状
況
説
明

参考データ 沖縄県の現状・推移

スポーツコンベンションの県内参加者数

　スポーツコンベンションの開催件数は、H27年度625件で、H28年度の目標値510件を既に上
回っている。また、県外・海外参加者数は基準年度に大型スポーツ大会が開催されたため、27
年度は55,965人と減少しているが、23年度以降は順調に増加している。
　H27年度のスポーツキャンプ合宿の実施件数は351件、スポーツキャンプ・合宿への県外・海
外からの参加者数は10,739人となり、H28年度目標値を既に達成している。今後も、スポーツコ
ンベションのうち、スポーツキャンプ・合宿への県外からの参加者は、広報・誘致活動等により増
加することが見込まれる。

スポーツコンベンションの開催件数、
県外・海外参加者数

事業名 活動内容

スポーツ
ツーリズム
戦略推進事
業

　観光メニューとしてのスポーツツーリズムの推進を図る
ためスポーツイベントのモデル事業を６件程度選定し支援
を行う。
　また、イベント実施事業者が取組事例を報告し、事業者
間で課題や効果等を共有することで、今後の事業継続へつ
なげるものとする。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①既存イベントの拡充策について、海外からの誘
客の増加を見据えた新たな取組みに対して支援を
行う。

②県外・海外からの誘客が見込める新規に立ち上
げる大規模なスポーツイベントに対して、補助限度
額を拡大した特別支援枠を設定することで、新規
の大規模スポーツイベントを支援する。

平成29年度計画

スポーツキャンプ合宿の実施件数、県
外・海外参加者数

①既存イベントの拡充策に対する支援について、
海外からの誘客の増加を見据えた新たな取組み
に対しても支援対象とし、誘客促進を図る。

②県外・海外からの誘客が見込める新規に立ち
上げる大規模なスポーツイベントに対して、補助
限度額を拡大した特別支援枠を設定し、新規の大
規模スポーツイベントを支援対象とし、誘客促進を
図る。



様式１（主な取組）

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・新規スポーツイベントの立ち上げを支援するとともに、イベントの定着化によりスポーツ
ツーリズムに対する理解を深め、受入体制を一層強化する必要がある。

・イベントの実施にあたって、対象者を明確に設定し、沖縄で開催するイベントの魅力を構築
できているか、留意する必要がある。

・既存イベントについて、県外・海外からの誘客の増加を見据えた取組みに対して自走化に向
けた支援を行う。
・県外・海外からの誘客が見込める国際スポーツ大会等に対して、新たに支援枠を設定する。

○内部要因
・スポーツイベントの定着を図るうえで、各種競技団体や関係市町村との連携が重要であり、イベント
選定時に留意する必要がある。

○外部環境の変化
・スポーツイベントの参加者にとって、沖縄で開催するイベントの魅力をいかに構築できるかに留意す
る必要がある。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

181

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体
18回
プロモーション
回数 → 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

135,478 135,474
一括交付
金

（ソフト）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

91,704
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　マラソン・サイクリングイベントなど沖縄のスポーツイベント及びスポーツ環境のプロ
モーション等を行うことで、県外・海外からの誘客を図り、県民のスポーツに触れる機会
（観る・参加する）の創出を図る。

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○スポーツ・ツーリズムの推進

○観光リゾート産業のさらなる振興に向けては、沖縄の重要な観光資源である自然環境
や「沖縄らしい」風景・景観の保全・再生を図りつつ、文化、スポーツ、医療サービス等を
観光資源として利活用し、沖縄観光の魅力の再構築を図るなど、世界水準の観光リゾー
ト地としてのブランドイメージを高めることが重要な課題である。

対応する
主な課題

平成29年度計画

スポーツ観
光誘客促進
事業

　プロモーションツールの制作（ポスター、チラシ
等）、見本市等でのプロモーションを展開してス
ポーツアイランド沖縄として認知度向上を図り、誘
客促進を行った（プロモーション18件）。

活動指標名

見本市の出展等による県外・海外へのプロモー
ションの実施等

18回 18回

事業名 活動内容

スポーツ観
光誘客促進
事業

　平成28年度から実施しているライトなスポーツアクティビティ
を活用した観光誘客プロモーションを引き続き実施し、通年を
通した誘客を図る。

　これまでのマラソン大会等のイベントや見本市におけるプロモーションだけでなく、地域
における観光資源としてライトなスポーツアクティビティを活用した観光誘客プロモーショ
ンを国内外で実施し、普段日常的にスポーツを行っていない層に対しても、誘客を図っ
た。

推進状況

実績値

③スポーツコンベンションやMICEの推進

スポーツ観光誘客促進事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

スポーツ観光のプロモーション実施



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

460件
75,056人
（22年）

625件
55,965人
(27年)

510件
82,600人

165件
△19,091人

―

228件
6,542人
（22年）

351件
10,793人
（27年）

250件
7,200人

123件
4,251人

―

傾向 全国の現状

94,094人
（25年）

93,866人
（26年）

92,568人
（27年）

→ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

スポーツキャンプ合宿の実施件数、県
外・海外参加者数

①年度当初にスポーツイベント事業者や観光協
会、市町村に誘客ターゲット等について、ヒアリン
グを行い、受入環境の確認を行った。更に、ス
ポーツイベントにおけるプロモーションでは各マラ
ソン事務局及び地域の観光協会も同行し、イベン
ト会場で沖縄で実施するスポーツイベントの事前
申込みを行うなど、より効果的なプロモーションを
実施することができた。

②サイクリング、ランニング、ウォーキングそれぞ
れ５ルートの地域の飲食店・宿泊施設の情報を掲
載したマップを作成し、イベント会場においてプロ
モーションをおこなった。

②ビーチヨガやサップ等のライトスポーツを活用し
たプロモーションを行い、これまでの日常的にス
ポーツを行っている層以外に対してもプロモーショ
ンを実施した。

スポーツコンベンションの開催件数、
県外・海外参加者数

成果指標

平成28年度の取組改善案

①地域の観光協会と連携し、県内イベント事業者
等とヒアリング等を行い方向性、受入環境の確認
を行いながら、県外、海外へのプロモーション活動
を実施する。

②観光情報や周辺施設とリンクしたサイクリング
マップなどのプロモーションツールを充実させ、きめ
細やかなプロモーションを行う。

③ポタリングやヨガ等の新たなスポーツ資源(ライト
スポーツ)を活用し、誘客を促進するため、これまで
とは異なったターゲットに訴求を行うためのプロ
モーションを実施する。

スポーツコンベンションの県内参加者数

　スポーツコンベンションの開催件数は、H27年度625件で、H28年度の目標値510件を既に上
回っている。また、県外・海外参加者数は基準年度に大型スポーツ大会が開催されたため、27
年度は55,965人と減少しているが、23年度以降は順調に増加している。
　H27年度のスポーツキャンプ合宿の実施件数は351件、スポーツキャンプ・合宿への県外・海
外からの参加者数は10,793人となり、H28年度目標値を既に達成している。今後はスポーツコン
ベションのうち、スポーツキャンプ・合宿への県外からの参加者は、広報・誘致活動等により増
加することが見込まれる。

○内部要因
・これまでの見本市等をとおしたプロモーションの取組により、本県のスポーツ環境への認知度は一定
程度向上してきたが、他県や国外でもプロモーションの強化を図る、今後とも継続的にプロモーション
を実施していく必要がある。

○外部環境の変化
・東京オリンピック・パラリンピック開催決定を機に、スポーツに対する国民意識は高まっている。

参考データ 沖縄県の現状・推移

反映状況



様式１（主な取組）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・スポーツイベントや見本市におけるプロモーションでは、受入窓口の案内や多言語対応の誘客ツー
ルの制作等、より効果的なプロモーションを実施する必要がある。

・スポーツイベントや見本市におけるプロモーションでは、誘客を図るだけでなく、受入窓口がわかりや
すい誘客ツールの制作や、県内イベント事業者や地域の観光協会と協力し、受入環境の確認を行い
ながら県外、海外へのプロモーション活動を実施する。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

181

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→
県

市町村
関係団体

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

43,230 42,869
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票
施策展開 3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立

施策 ③スポーツコンベンションやMICEの推進

(施策の小項目) ○スポーツ・キャンプ、コンベンションの誘致

主な取組 スポーツアイランド受入支援事業

対応する
主な課題

○観光リゾート産業のさらなる振興に向けては、沖縄の重要な観光資源である自然環境
や「沖縄らしい」風景・景観の保全・再生を図りつつ、文化、スポーツ、医療サービス等を
観光資源として利活用し、沖縄観光の魅力の再構築を図るなど、世界水準の観光リゾー
ト地としてのブランドイメージを高めることが重要な課題である。

取組内容
　各種スポーツキャンプ・合宿等の誘致・受入・斡旋を行うワンストップ窓口として、スポー
ツを目的とした来訪者の利便性向上を目的とした受入体制の整備を行い、スポーツアイ
ランド沖縄の認知度向上と誘客拡充を図る。

年度別計画

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

平成28年度実績

事業名 活動内容

スポーツコ
ミッション沖
縄体制整備
事業

　各種スポーツ合宿・イベント等の受入・誘致・斡
旋を行う窓口として197件の相談があった。

活動指標名 計画値 実績値

スポーツコンベンション相談件数 ― 197件

スポーツ環境整備アドバイザーの派遣 ― 6件

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

順調
　スポーツコンベンション相談件数については、WEBサイトの構築やスポーツ関係イベン
ト等での周知により認知度が高まっており、計画値を上回る問い合わせが寄せられた。

ワンストップ化
に向けた調
査・研究

モデル事業数
５事業

高校生、大学生等のスポーツキャンプ合宿誘致

ワンストップ化によるスポーツ観光の受入支援

スポーツキャンプ・イベント等の受入モデル事業



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

43,000
一括交付
金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

460件
75,056人
（22年）

625件
55,965人
（27年）

510件
82,600人

165件
△19,091人

―

228件
6,542人
（22年）

351件
10,739人
（27年）

250件
7,200人

123件
4,197人

―

傾向 全国の現状

94,094人
（25年）

93,866人
（26年）

92,568人
（27年）

→ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

平成29年度計画

事業名 活動内容

スポーツコ
ミッション沖
縄体制整備
事業

　競技団体とのネットワークを活かし、競技スポーツ、生涯ス
ポーツ及びスポーツコンベンションの一体的推進を図るため、
（公財）沖縄県体育協会に事務局を設置し、スポーツコンベン
ションの誘致・受入れのワンストップ窓口として効果的な取組を
推進する。

平成28年度の取組改善案 反映状況

①市町村との連絡会を開催するなどして、市町村
とのネットワークを強化するとともに、受入市町村
のスポーツ施設の環境整備の向上を促進するた
め、スポーツコミッション沖縄を通じてスポーツ施設
整備にかかるアドバイザーを派遣するなど、受入
体制の強化を図る取組を展開していく。

①東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプ誘
致について、県内市町村に対する説明会や誘致
の意向を示した市町村への個別ヒアリングを実施
したほか、事前キャンプ誘致等推進委員会を設置
し、県、市町村及び沖縄県体育協会が一体となっ
た誘致活動体制を構築した。またスポーツ施設設
備改善アドバイザーの派遣により、より質の高い
競技環境を実現するための取り組みを行った。

成果指標

スポーツコンベンションの開催件数、
県外・海外参加者数

スポーツキャンプ合宿の実施件数・県
外・海外参加者数

参考データ 沖縄県の現状・推移

スポーツコンベンションの県内参加者数

　スポーツコンベンションの開催件数は、H27年度625件で、H28年度の目標値510件を既に上
回っている。また、県外・海外参加者数は基準年度に大型スポーツ大会が開催されたため、27
年度は55,965人と減少しているが、23年度以降は順調に増加している。
　H27年度のスポーツキャンプ合宿の実施件数は351件、スポーツキャンプ・合宿への県外・海
外からの参加者数は10,739人となり、H28年度目標値を既に達成している。今後も、スポーツコ
ンベションのうち、スポーツキャンプ・合宿への県外からの参加者は、広報・誘致活動等により増
加することが見込まれる。

○内部要因
・スポーツコンベンションを拡大・発展させるためには、市町村との連携強化が重要である。
・スポーツコンベンションに関する問い合わせや相談に的確に対応するためには、県内におけるスポー
ツ施設に関する情報等について詳細に把握する必要がある。

○外部環境の変化
・東京オリンピック・パラリンピックの開催決定を機に、全国的にスポーツコミッション組織の立ち上げが
活発化している。
・東京オリンピック・パラリンピックに向けて、海外からの問い合わせが増えることが予想されるため、多
言語に対応できる人材の確保が急務である。



様式１（主な取組）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

・受入市町村のスポーツ施設の環境整備の向上を促進するため、スポーツコミッション沖縄を通じてス
ポーツ施設整備に係るアドバイザーを派遣するなど、受入体制の強化を図る取組を展開していく。
・県内スポーツ施設等の調査を実施するとともに、当該データを有効に活用するためのデータベースの
構築を図る。
・海外からの問い合わせに迅速に対応するため、多言語に対応できる人材を確保する。

・平成25年度からのスポーツコミッション沖縄の設置により、スポーツコンベンションの誘致・受入のワ
ンストップ窓口としての認知度は高まってきているが、県内におけるスポーツ施設の情報を把握すると
ともに、受け入れ主体である市町村のスポーツ施設の環境整備向上を促進する必要がある。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

181

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

２回
キーパーソ
ン招聘

→
県

市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

7,912 7,694 県単等

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　国内外からのスポーツコンベションの誘致を図るため、情報の発信や、各種スポーツコ
ンベションの歓迎支援策等を実施する。

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

実績値

(施策の小項目) ○スポーツ・キャンプ、コンベンションの誘致

○観光リゾート産業のさらなる振興に向けては、沖縄の重要な観光資源である自然環境
や「沖縄らしい」風景・景観の保全・再生を図りつつ、文化、スポーツ、医療サービス等を
観光資源として利活用し、沖縄観光の魅力の再構築を図るなど、世界水準の観光リゾー
ト地としてのブランドイメージを高めることが重要な課題である。

対応する
主な課題

スポーツコ
ンベション振
興対策事業

　沖縄県でキャンプを実施するプロスポーツチー
ムに対して地域特産品の贈呈、各種スポーツコン
ベンションに対して各種歓迎を実施した。

活動指標名

沖縄県でキャンプを実施するプロスポーツチーム
等に対する地域特産品の贈呈等

― 47件

　沖縄でキャンプを実施したプロサッカー18チーム、プロ野球球団19チーム、プロ自転車
４チーム、その他国内外のナショナルチーム6団体に対して地域特産品の贈呈を行い、
県民挙げての歓迎の気運醸成を図った。

推進状況

キーパーソン招聘 ２回 10回

③スポーツコンベンションやMICEの推進

スポーツコンベション誘致事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

スポーツコンベンション環境をＰＲし、全国大会・合宿等を誘

致



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

10,459 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

460件
75,056人
(22年)

625件
55,965人
(27年)

510件
82,600人

165件
△19,091人

―

傾向 全国の現状

94，094人
（25年）

93，866人
（26年）

92,568人
（27年）

→ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成29年度計画

事業名 活動内容

　沖縄県でキャンプを実施するプロスポーツチーム等に対して
地域特産品の贈呈やスポーツコンベンションの気運醸成等を
図る。

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①スポーツコミッション沖縄を中心としてスポーツコ
ンベンションの受入市町村や関係競技団体等と連
携し、小規模なスポーツコンベンションの歓迎支援
は受入市町村が行う等の役割分担を図る。

①スポーツコミッション沖縄を中心として、市町村、
競技団体、宿泊施設や交通機関等と合宿・大会の
受入について調整を行い、役割分担を明確にし、
スポーツコンベンションの歓迎支援を行った。

・スポーツコミッション沖縄を中心として、市町村、競技団体、宿泊施設や交通機関等と合宿・大会の受
入について調整を行い、引き続き役割分担を明確にし、スポーツコンベンションの歓迎支援を行う。

　スポーツコンベンションの開催件数は、H27年度625件で、H28年度の目標値510件を既に上
回っている。また、県外・海外参加者数は基準年度に大型スポーツ大会が開催されたため、27
年度は55,965人と減少しているが、23年度以降は順調に増加している。

○内部要因
・スポーツコンベンションの件数及び参加人数が増加傾向にあるなかで、すべてに対して歓迎支援等
を実施することはできないため、実施対象の範囲を検討する必要がある。

○外部環境の変化
・スポーツコンベンションの誘致について、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて他の都道府
県との間で競争が激しくなっている。

スポーツコ
ンベンション
振興対策事
業

スポーツコンベンションの開催件数、
県外・海外参加者数

参考データ 沖縄県の現状・推移

スポーツコンベンションの県内参加者数

・PR効果等を踏まえ、スポーツコンベンションに対する歓迎支援の内容及び対象を検討する必要があ
る。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

181

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

平成32年
供用予定

県
市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

43,671 9,179 県単等

「主な取組」検証票
施策展開 3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立

施策 ③スポーツコンベンションやMICEの推進

(施策の小項目) ○スポーツ・キャンプ、コンベンションの誘致

主な取組 Ｊリーグ規格スタジアム整備事業

対応する
主な課題

○観光リゾート産業のさらなる振興に向けては、沖縄の重要な観光資源である自然環境
や「沖縄らしい」風景・景観の保全・再生を図りつつ、文化、スポーツ、医療サービス等を
観光資源として利活用し、沖縄観光の魅力の再構築を図るなど、世界水準の観光リゾー
ト地としてのブランドイメージを高めることが重要な課題である。

○スポーツキャンプ等の誘致にあたり、受入スポーツ施設の充実やスポーツの種目・レ
ベルに合わせた施設環境の整備を図る必要がある。また、沖縄におけるスポーツの企
画、運営、宣伝、支援に係る人材育成などの受入体制整備も課題となっている。

取組内容
　Ｊリーグ規格のサッカースタジアムを整備し、沖縄県のスポーツ及び観光振興に寄与す
る。

年度別計画

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

平成28年度実績

事業名 活動内容

Ｊ１規格スタ
ジアム整備
基本計画策
定業務

　Ｊ１規格スタジアムの整備については、県と那覇
市で同様の整備構想を進めてきたが、県全体の
サッカー振興やスポーツコンベンションの推進等
に資することなどから、県が主体となって整備を行
うこととし、基本計画策定に着手した。

活動指標名 計画値 実績値

― ― ―

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

大幅遅れ
　Ｊ１規格スタジアムの整備については、県と那覇市で同様の整備構想を進めて
きたが、県全体のサッカー振興やスポーツコンベンションの推進等に資すること
などから、県が主体となって整備を行うこととし、基本計画策定に着手した。

基本構想 基本計画 実施計画 基本設計 実施設計



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

30,912 県単等

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H29目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成29年度計画

事業名 活動内容

Ｊ１規格スタ
ジアム整備
基本計画策
定業務

　基本計画策定業務については、整備手法やスタジアム周
辺エリアの整備など、慎重な議論や新たな検討課題が出て
きたことから、平成29年度に予算を繰り越し、引き続き検
討を行う。

成果指標

―

平成28年度の取組改善案 反映状況

①那覇市においても県と同様の整備構想が進めら
れていることから、県と那覇市の役割や効果的な
整備方法等について引き続き検討を行う。

①Ｊ１規格スタジアムの整備については、県と那覇
市で同様の整備構想を進めてきたが、県全体の
サッカー振興やスポーツコンベンションの推進等
に資することなどから、県が主体となって整備を行
うこととし、基本計画策定に着手した。

沖縄県の現状・推移

　Ｊ１規格スタジアムの整備については、県と那覇市で同様の整備構想を進めてきたが、県全体
のサッカー振興やスポーツコンベンションの推進等に資することなどから、県が主体となって整
備を行うこととし、基本計画策定に着手した。

○内部要因
　Ｊ１規格スタジアムの整備については、県と那覇市で同様の整備構想を進めてきたが、県全体のサッ
カー振興やスポーツコンベンションの推進等に資することなどから、県が主体となって整備を行うことと
し、基本計画策定に着手した。

　Ｊ１規格スタジアムの整備については、県と那覇市で連携して取り組んでいく必要があるこ
とから、スタジアム整備のあり方や財政負担等について、引き続き協議を行う。

参考データ

―

○外部環境の変化

　Ｊ１規格スタジアムの整備については、県と那覇市で連携して取り組んでいく必要があるこ
とから、スタジアム整備のあり方や財政負担等について、引き続き協議を行う必要がある。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

181

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

→
県

市町村

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

57,861 54,861
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　スポーツキャンプの見学等を目的とした新規観光誘客を図るため、受入市町村やス
ポーツキャンプ実施団体等と連携し、情報の発信や魅力的な観光資源の開発等を行う。

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○スポーツ・キャンプ、コンベンションの誘致

○観光リゾート産業のさらなる振興に向けては、沖縄の重要な観光資源である自然環境
や「沖縄らしい」風景・景観の保全・再生を図りつつ、文化、スポーツ、医療サービス等を
観光資源として利活用し、沖縄観光の魅力の再構築を図るなど、世界水準の観光リゾー
ト地としてのブランドイメージを高めることが重要な課題である。

対応する
主な課題

スポーツ
キャンプ訪
問観光促進
事業

　ファン感謝祭を活用した情報発信、元プロ野球
選手等を活用したイベントの実施、ＳＮＳ（Ｆａｃｅｂｏ
ｏｋ、Twitter）をフルに活用したプロモーションや、
球団のメルマガを活用した情報発信、ガイドブック
配布等を実施した。また、空港や国際通りへの歓
迎バナー掲出、県民挙げての歓迎の気運醸成を
図った。

活動指標名

プロ野球キャンプ期間の県外からの観客数
(りゅうぎん総合研究所調べ)

― 66,000人

③スポーツコンベンションやMICEの推進

スポーツキャンプ訪問観光促進事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

　情報発信、イベント実施、SNS（Facebook、Twitter）をフルに活用したプロモーションや、
空港や国際通りへの歓迎バナー掲出、県民挙げての歓迎の気運醸成を図った結果、
りゅうぎん総合研究所調べによると平成27年度のプロ野球キャンプ期間の県外からの観
客数は66,000人であり、平成26年度の54,000人から12,000人増加したため、プロ野球
キャンプ等を目的とした新たな観光誘客に寄与したことから順調とした。

推進状況

実績値

スポーツキャンプ訪問観光促進への取組



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

43,543
一括交付
金

（ソフト）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

228件
6,542人
（22年）

351件
10,739人
（27年）

250件
7,200人
（28年）

123件
4,197人

―

傾向 全国の現状

88.8億円
(25年)

88億円
(26年)

100億円
(27年)

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

①プロ野球キャンプ受入市町村意見交換会を継
続して行うと同時に、プロ野球12球団の会議に出
席し当該事業の説明や意見交換を行った。
②各球団のファンクラブ会報・メルマガを活用して
情報発信を行うなど、プロ野球球団との連携の強
化を図った。

平成29年度計画

スポーツキャンプ合宿の実施件数、県
外・海外参加者数

事業名 活動内容

プロ野球
キャンプ等
訪問観光促
進事業

　プロ野球キャンプ観戦を目的とする観光を推進するため、プ
ロ野球キャンプ集積地ならではの全県的な取組を行う。
　具体的には、
　①プロ野球キャンプに係るプロモーション及び情報発信
　②来沖動機に繋がる魅力的なコンテンツの開発
　③プロ野球キャンプの歓迎
　④プロ野球キャンプ受入市町村及び球団との連携

成果指標

平成28年度の取組改善案 反映状況

①プロ野球キャンプ受入市町村と連携し、野球ファ
ンの誘客・周遊を促進する取組を行う。
②各球団とファンの玄関口となる那覇空港を中心
に、プロ野球沖縄キャンプのロゴ等で装飾し、沖縄
県全体の歓待ムードを醸成するとともに、本事業に
係る各種取組の周知を図る。

沖縄県内におけるプロ野球春季キャ
ンプの経済効果(りゅうぎん総合研究

所調べ)

・地域振興を図るため、プロ野球受入市町村及びプロ野球球団と連携し、プロ野球キャンプ集積地なら
ではの全県的な施策を検討する必要がある。

　沖縄のスポーツキャンプ環境に係る情報発信等に取り組んだことで、スポーツキャンプ合宿の
実施件数、県外・海外参加者は、H22年度の基準値から大幅に増加し、H27年度には351件、
10,739人となり、初の１0,000人に達し、H33年度の目標値（300件、10，000人）を上回った。引き
続きスポーツキャンプを観光資源として利活用することで、沖縄観光ブランドの確立を図る。な
お、りゅうぎん総合研究所調べによると、沖縄県内におけるプロ野球春季キャンプの経済効果
は、平成27年度に約100億円と過去最高額を記録し、直近３年間の合計で約276.8億円の効果
が出ている。

○内部要因
・プロ野球キャンプ受入市町村においては、受入について野球場等施設の老朽化や附帯設備等の充
実、離島においての実践（練習試合）相手の確保等が課題となっており、また、球団受入でマンパワー
が割かれるため、地域振興につながる取組が十分にできていない。

○外部環境の変化
・プロ野球等のキャンプ地の誘致競争が激化している。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組）

４　取組の改善案（Action）

・プロ野球キャンプ受入市町村と連携し、野球ファンの誘客・周遊を促進する取組を行う。
・各球団とファンの玄関口となる那覇空港を中心に、プロ野球沖縄キャンプのロゴ等で装飾し、沖縄県
全体の歓待ムードを醸成するとともに、本事業に係る各種取組の周知を図る。



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

181

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

関係団体

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

20,000 20,000 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

「主な取組」検証票
施策展開 3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立

施策 ③スポーツコンベンションやMICEの推進

(施策の小項目) ○スポーツ・キャンプ、コンベンションの誘致

主な取組 世界空手道連盟プレミアリーグ開催支援事業

対応する
主な課題

○スポーツキャンプ等の誘致にあたり、受入スポーツ施設の充実やスポーツの種目・レ
ベルに合わせた施設環境の整備を図る必要がある。また、沖縄におけるスポーツの企
画、運営、宣伝、支援に係る人材育成などの受入体制整備も課題となっている。

取組内容
　大会の開催に向け、主管の全日本空手道連盟が組織するプレミアリーグ大会実行委
員会に運営支援を行う。

年度別計画

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

平成28年度実績

事業名 活動内容

世界空手道
連盟プレミア
リーグ開催
支援事業

　空手１プレミアリーグ沖縄大会の開催について、
主管の全日本空手道連盟に対し運営支援を行っ
た。

活動指標名 計画値 実績値

大会の招致 ― 1件

推進状況 推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

順調

　平成28年10月１日から２日の２日間にわたり大会が開催され、「空手発祥の地・沖縄」
を世界にアピールすることが出来た。
　大会へは、20カ国から245名の参加があった。観客動員数は、２日間で2,942人であっ
た。

平成29年度計画

事業名 活動内容

― ―

プレミアリーグの開催



様式１（主な取組）

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

開催１件
（26年）

開催１件
（27年）

開催1件
（28年）

→ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

平成28年度の取組改善案 反映状況

①県内外での認知度向上を図り、スポンサー等協
賛企業を募りやすい状況を作りあげ、運営基盤等
の構築を確立する必要があるため、空手１プレミア
リーグ沖縄大会の主管である全日本空手道連盟
や、沖縄県空手道連盟と意見交換を行い、県内外
及び国内外への効果的な周知・宣伝について取り
組む。

①大会に付加価値を加えるため、他国開催の同
リーグとの日程間隔を広げ海外選手の参加を促
すとともに、同リーグの年間チャンピオンを決する
最終戦（グランドファイナル）を沖縄開催としてい
る。

　平成28年度の大会は、オリンピック種目決定後初の国内における世界大会ということもあり、
マスコミにも大きく取り上げられ、前年比で参加選手数73名、観客数1,457名の増となり、世界各
国から多くの選手、役員及び関係者が訪れたことで、「空手発祥の地・沖縄」を世界にアピール
することができた。
　また、県出身の選手が男子個人形及び団体形で優勝するなど、県民に夢や希望・感動を与え
ることができた。

○内部要因
・沖縄は「空手発祥の地」であり、空手は沖縄の重要な伝統文化であることから、国内外への積極的な
普及・啓発を図る必要がある。

○外部環境の変化
・空手が東京オリンピックの正式種目となったことにより、空手に対する注目度が高くなっている。

・空手１プレミアリーグ沖縄大会の認知度向上を図るため国内外への効果的な周知・宣伝が必要であ
る。

・魅力ある大会とすることで、県内外での認知度向上を図り、スポンサー等協賛企業を募りやすい状況
を作りあげ、運営基盤等の構築を確立する必要がある。

・今後、国際スポーツ大会の開催支援に際しては、空手１プレミアリーグ沖縄大会開催の実績を踏ま
え、主管する団体と意見交換を行い、県内外への効果的な周知・宣伝について取り組む。

・空手１プレミアリーグ沖縄大会に関しては、大会開催により世界各国から多くの選手、役員及び関係
者が訪れたことで、「空手発祥の地・沖縄」を世界にアピールすることができた。

成果指標

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

世界空手連盟プレミアリーグの誘致



様式１（主な取組）

実施計画
記載頁

182

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

２箇所
グラウンド
管理モデル
事業 Ⅰ期：5人

  Ⅱ期：5人
Ⅲ期；5人 → 県

２　取組の状況（Do）

（１）取組の推進状況 （単位：千円）

予算 決算見込 主な財源

40,862 40,862
一括交付

金
（ソフト）

2箇所 1箇所

「主な取組」検証票

平成28年度実績

　スポーツ・ツーリズム推進事業の一環であるスポーツキャンプ誘致におけるインフラ整
備として、芝管理の専門知識と技術を兼ね備えた人材を養成し、地域で活用する。

担当部課 文化観光スポーツ部　スポーツ振興課

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

主な取組

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

取組内容

(施策の小項目) ○スポーツ・キャンプ、コンベンションの誘致

○スポーツキャンプ等の誘致にあたり、受入スポーツ施設の充実やスポーツの種目・レ
ベルに合わせた施設環境の整備を図る必要がある。また、沖縄におけるスポーツの企
画、運営、宣伝、支援に係る人材育成などの受入体制整備も課題となっている。

対応する
主な課題

芝人養成事
業

　芝生管理の専門的知識・技術習得のため、座学
ならびに実技研修の実施（5名）及び市町村の所
管するグラウンドを研修の場として、モデル管理（1
箇所：金武町）と12箇所（中城村、八重瀬町等）の
巡回支援を行った。

活動指標名

専門的芝生管理技術を有する人材の育成 5人 5人

グラウンド管理モデル事業

　芝生管理の基礎的な技術、知識やウインターオーバーシード等の専門的芝生管理技
術を習得させ、５人の人材を育成した。
　また、モデル事業や巡回支援事業により、各市町村や県民への芝生管理に対する認
識の向上を図り、芝生管理技術の必要性・重要性の認知に努めた。
グラウンド芝生環境の向上により、平成28年度のサッカーキャンプ誘致件数は過去最高
の22件となっており、順調とした。

推進状況

実績値

③スポーツコンベンションやMICEの推進

芝人養成事業

順調

推進状況の判定根拠及び平成28年度取組の効果

芝生管理者の育成

芝生管理者の育成

芝生管理者の育成

地域での人材活用



様式１（主な取組）

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

― ―

（３）これまでの改善案の反映状況

（４）成果指標の達成状況

基準値 現状値 H28目標値 改善幅 全国の現状

― ― ― ― ―

傾向 全国の現状

17チーム
（26年）

21チーム
（27年）

22チーム
（28年）

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境の変化）

（２）改善余地の検証（取組の効果の更なる向上の視点）

４　取組の改善案（Action）

①市町村などの就職想定団体等と意見交換を行
い、芝人の就職支援の取り組みを行い、就職させ
ることができた。

平成29年度計画

―

事業名 活動内容

― ―

成果指標

平成28年度の取組改善案

①市町村などの就職想定団体等と意見交換を行
い、芝人の就職支援に取り組み、事業終了後も人
材の活用により良好な芝生環境を維持する。

県内サッカーキャンプの実施チーム数

・県内芝草管理者向けに講習会等を開催することでノウハウの集積が図られる。
・また、集積した事例等をフィードバックすることで、更なるサッカーキャンプ地としてのブランド化が図ら
れる。
・施設を管理する市町村との連携や情報共有の強化を図る必要がある。

・３期合計15名の芝人を養成し、各市町村や芝生管理業者に就職させることができた。
・事業開始前よりも市町村や県民の芝生管理に対する認識が高まるとともに、研修成果により県内芝
生環境が格段に向上した。
・事業終了後も、芝人修了生等の人材活用による良質なスポーツターフの向上を図るとともに、サッ
カーキャンプの更なる普及発展を目指し、県内市町村に対する理解促進及び県内グラウンドの質の均
一化を図り、「サッカーキャンプ沖縄」のブランドを定着させる。

　モデル管理や巡回支援により、各市町村や県民への芝生管理に対する認識が高まるととも
に、研修の成果により県内の芝生環境が格段に向上した。
　サッカーキャンプ実績においては、その効果が顕著に表れ、平成28年度は平成27年度実績21
チームを上回り過去最高の22チームのキャンプを実施できた。

○内部要因
・育成した人材の活用を図るとともに県内芝草管理者のスキルアップを図る機会を創出するために市
町村施設管理者及び芝生管理を行う県内関連事業者等との情報交換を引き続き行う必要がある。

○外部環境の変化
・芝生環境の向上に伴い、海外トップクラブチームのサッカーキャンプ誘致件数が増えているなか、芝
生管理に対するニーズが高まっており、芝人修了生の習得技術を普及・発展させる必要がある。

参考データ 沖縄県の現状・推移

反映状況


