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１．概要
沖縄県におけるサッカーキャンプ誘致事業が本年度で 10 年目を迎えた。その間、各
自治体・宿泊施設および関係団体との連動した受け入れ体制の構築、更には各グラウン
ドの芝の良質化を目的とした「芝人養成事業」
、キャンプ受け入れグラウンド（市町村）
を拡大しキャンプ実施クラブの増加を目的とした「受入市町村促進事業」の効果もあり、
年々誘致チーム数は順調に伸び、一定の成果を出すことが出来た。
本年度は更なる誘致クラブ数の増加（平成 30 年度実績である 28 クラブ以上の誘致
実現）、情報発信の強化による沖縄県内への更なる観光客の増加（誘客）を目的とし事
業に取り組んだ。

更には前年度に続き観光情報も掲載したサッカーキャンプガイドブックの制作し県
内各所で配布するとともに、また那覇空港や大型ショッピングセンターでの PR ブース
を展開するなど情報発信の強化にも取り組んだ。
結果、平成 30 年度の 28 クラブを上回る 29 クラブの誘致を調整する事が出来たが
2019 年末に中国で発生した新型コロナウイルス関連肺炎（以下「新型肺炎」という）
の影響により、最終的な実施件数は 26 クラブとなった。
新型肺炎の影響は大きく、キャンプを実施したクラブ間においてもトレーニングマッ
チ（練習試合）の中止や関連大会の中止などが発生し、各関係者は対応に追われた。
報道で取り上げられることも日に日に多くなり、実施できた練習試合も無観客での開
催や、特に 2 月期にキャンプを実施したクラブはファンサービスを自粛するなどの対応
を行った。

２．決定状況

令和元年度

沖縄サッカーキャンプ

実施一覧

１．FC 東京（J1）
期間：1 月 7 日〜1 月 21 日（15 日間）
場所：かいぎんフィールド国頭
２．横浜 F・マリノス（J1）
期間：1 月 12 日〜1 月 20 日（9 日間）
場所：石垣市サッカーパークあかんま

３．ベガルタ仙台（J1）
期間：1 月 13 日〜1 月 28 日（16 日間）
場所：糸満市西崎陸上競技場

４．ガンバ大阪（J1）
期間：1 月 13 日〜1 月 22 日（1 次キャンプ：10 日間）
場所：タピック県総ひやごんスタジアム
期間：1 月 25 日〜2 月 1 日（2 次キャンプ：8 日間）
場所：中城村吉の浦公園ごさまる陸上競技場

５．浦和レッズ（J1）
期間：1 月 14 日〜2 月 2 日（1 次キャンプ：20 日間）
場所：金武町フットボールセンター
期間：2 月 3 日〜2 月 9 日（2 次キャンプ：7 日間）
場所：八重瀬町東風平運動公園サッカー場

６．サガン鳥栖（J1）
期間：1 月 17 日〜2 月 3 日（17 日間）
場所：読谷村陸上競技場

７．ヴィッセル神戸（J1）
期間：1 月 26 日〜2 月 2 日（8 日間）
場所：ZANPA プレミアム残波岬ボールパーク

８．名古屋グランパス（J1）
期間：1 月 31 日〜2 月 8 日（9 日間）
場所：南風原町黄金森公園陸上競技場

９．川崎フロンターレ（J1）
期間：2 月 2 日〜2 月 9 日（8 日間）
場所：中城村吉の浦公園ごさまる陸上競技場

10. 北海道コンサドーレ札幌（J1）
期間：2 月 3 日〜2 月 10 日（8 日間）
場所：金武町陸上競技場
11. ジェフユナイテッド市原・千葉（J2）
期間：1 月 13 日〜2 月 1 日（20 日間）
場所：南城市陸上競技場
12. 大宮アルディージャ（J2）
期間：1 月 13 日〜1 月 22 日（1 次キャンプ：10 日間）
場所：西原町民陸上競技場

期間：1 月 25 日〜2 月 2 日（2 次キャンプ：9 日間）
場所：タピック県総ひやごんスタジアム

13. V・ファーレン長崎（J2）
期間：1 月 13 日〜1 月 25 日（13 日間）
場所：南風原町黄金森公園陸上競技場

14. 水戸ホーリーホック（J2）
期間：1 月 18 日〜1 月 28 日（11 日間）
場所：豊見城総合運動公園陸上競技場
15. ファジアーノ岡山（J2）
期間：1 月 19 日〜1 月 26 日（8 日間）
場所：恩納村赤間運動公園サッカー場
16. FC 町田ゼルビア（J2）
期間：1 月 20 日〜1 月 26 日（7 日間）
場所：金武町陸上競技場
宿泊：リザンシーパークホテル谷茶ベイ（恩納村）
17. 京都サンガ F.C.（J2）
期間：1 月 23 日〜2 月 2 日（11 日間）
場所：八重瀬町東風平運動公園サッカー場
18. 東京ヴェルディ（J2）
期間：1 月 26 日〜2 月 7 日（13 日間）
場所：西原町民陸上競技場

19. ギラヴァンツ北九州（J2）
期間：2 月 1 日〜2 月 8 日（8 日間）
場所：豊見城総合運動公園陸上競技場
20. ヴァンラーレ八戸（J3）
期間：2 月 1 日〜2 月 11 日（11 日間）
場所：本部町運動公園陸上競技場

21. 河北華夏幸福足球倶楽部（中国 1 部）
期間：1 月 31 日〜2 月 26 日 （27 日間）
場所：うるま市具志川運動公園多種目球技場＜1 月 31 日〜2 月 3 日＞（4 日間）
金武町フットボールセンター＜2 月 4 日〜2 月 14 日＞（11 日間）
糸満市西崎運動公園陸上競技場＜2 月 15 日〜26 日＞（12 日間）＊延長期間
22. 重慶当代力帆足球倶楽部（中国 1 部）
期間：1 月 30 日〜2 月 26 日 （28 日間）
場所：糸満市西崎運動公園陸上競技場＜1 月 30 日〜2 月 8 日＞（10 日間）
八重瀬町東風平運動公園サッカー場＜2 月 10 日〜2 月 26 日＞（17 日間）
*延長期間 2 月 15 日〜2 月 26 日
23. SC コリンチャンス・パウリスタ U23（ブラジル）
期間：1 月 21 日〜2 月 3 日（14 日間）
場所：うるま市具志川運動公園多種目球技場（1 月 21 日〜1 月 30 日）
*1 月 31 日〜2 月 3 日までは練習試合による移動で対応。
24. 浦和レッズレディース（なでしこ１部）
期間：2 月 20 日〜2 月 25 日（6 日間）
場所：金武町フットボールセンター
25. 伊賀 FC くノ一三重（なでしこ１部）
期間：2 月 25 日〜3 月 1 日（6 日間）
場所：うるま市具志川運動公園多種目球技場

26. 慶應義塾大学（関東学生リーグ）
期間：2 月 17 日〜2 月 24 日（8 日間）
場所：金武町陸上競技場、金武町フットボールセンター

３．キャンプ地の情報発信について

□ サッカーキャンプ ガイドブックの作成
今年度も前年度に続き県内への誘客を目的とした「沖縄サッカーキャンプガイドブッ
ク 2020」を制作した。
制作したガイドブックに関しては昨年同様、各自治体、県内のコンビニ、モノレール各
駅、レンタカー協会加盟店舗などに配布。とても好評だった。

＝サッカーキャンプガイドブック＝
発行部数 50,000 部

*左：ガイドブック表紙デザイン。右：キャンプ地までのアクセス情報を掲載。

□ ＷＥＢサイトの開設
来場客の基本的な情報源となる「サッカーキャンプ公式サイト」。今年度はこれまで
要望の多かった「多言語化対応」を取り入れる為、新しくサイトを制作した。
さらに誘客に繋げられるよう市町村の観光情報（各市町村の「食」
「遊」
「宿」スポッ
ト）を追加で掲載。前述したガイドブックも公式サイトからダウンロード出来るように
設定を行った。

*多言語化対応

*市町村情報の掲載

＝You tube チャンネルの開設＝
キャンプ地の情報を発信する新たなツールとしてサッカーキャンプの「You tube」チ
ャンネルを開設。1 月 10 日に行われた記者会見から各チームの歓迎セレモニーの様子
を中心に動画を配信した。

*サッカーキャンプ公式サイトから直接閲覧できるよう設定。

＝ネット上での告知 PR＝
沖縄サッカーキャンプの存在、魅力をもっと多くの方に知っていただくことを目的に
普段生活の中で人々が活用するメディアにおいて沖縄サッカーキャンプ公式サイトの
広告（リンクバナー）を Yahoo! JAPAN 内のスポーツナビにて掲載。公式サイトに誘
導することにより沖縄への観光促進を狙った。

＝サッカーキャンプ 公式サイトにおけるアクセス数＝
HP 閲覧状況について 2020 年 1 月 1 日〜3 月 25 日までの統計、検証を行った。
結果、27,670 人が閲覧し、その内の 26,835 人が当サイトに新規でアクセスした方だ
った。これは公式サイトを新しく開設し、前述した告知 PR などによってサイトの存在
を認識してアクセスした効果だと考えられる。と同時に PR ブースで行ったアンケート
の項目「沖縄キャンプ何度目の訪問か」の回答が「初めて」と約半数を占めた。これは
公式サイト閲覧状況結果とも合致していると言える。
また平均セッション時間が１分 51 秒というのは、閲覧の目的（ユーザーの欲しい情
報）が「好きなチームの情報だけ」というのが考えられる。アンケートの項目「キャン
プ地訪問の理由」の結果も「好きなチーム」という答えがトップを占めており、こちら
も公式サイト閲覧状況結果とも合致していると言える。
沖縄サッカーキャンプ
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＝サッカーキャンプ 公式サイトにおけるアクセス数（デバイス別）＝
HP のデバイス別セッションにおいては、昨年同様スマートフォンなどの携帯端末か
らのアクセスが 79.64％と圧倒的な数を占めており、次にパソコン端末が 17.05％、 タ
ブレット端末が 3.31％という結果だった。
昨年度の結果を踏まえ、今年度は携帯端末画面をスマートフォン仕様にも作成をした。
情報を得るユーザーの立場になって考えると、専用画面の作成は非常に良かった試みだ
と感じる。

□ サッカーキャンプ地拠点施設の設置
サッカーキャンプのガイドブックのほか、受け入れ市町村の情報発信などサッカーキ
ャンプを PR する場として 1 月 13 日〜1 月 26 日の期間、那覇空港 2 階のウェルカムホ
ールにて「美ら島サッカーパーク」を設置した。各チームに協力を仰ぎユニフォームの
展示や「沖縄サッカーキャンプ」
「沖縄観光」をテーマとしたアンケート調査を実施し、
来場者 2,500 人のうち約 600 人の方に回答いただいた。
また那覇空港での設置後はイオンモールにもご協力いただき集客の多いライカムに
も 2 月 1 日〜2 月 28 日の期間、ユニフォームの展示を行った。

*左：那覇空港 2 階ウェルカムホール。右：イオンモールライカム

＝拠点施設で行ったアンケート結果＝
（一部抜粋）
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４．サッカーキャンプ誘致における経済効果算出について

令和元年度サッカーキャンプの経済波及効果（速報値）

経済効果はサッカーキャンプ誘致事業によるキャンプ関連支出とキャンプ見学観光客に
よる 2 つの区分を設定した。

球

647,245,055

物

合計

観光客による需要増加額
支出額（円）
宿泊費
399,396,585
交通費
169,117,585
土 ・買 費
275,922,360
飲食費
277,176,865
娯楽・入場費
123,353,930
その他
15,964,865
1,260,932,190
産

チーム誘致関連経費
支出額（円）
団経費
366,030,000
その他消費
134,144,775
施設関連経費
147,070,280

球

直接効果はサッカーチーム誘致に伴う宿泊費及び運営費、受入自治体事業費、施設整備等

生

場関連支出が約６億 4,724 万円、キャンプを見学に訪れた観光客による支出が約 12 億

6,093 万円と見積もられ、合わせて約 19 億 0,817 万円の直接効果が発

した。

以上の直接効果により、経済波及効果は以下の通りとなった。

単位：円

用

直接効果
付加価値額
雇 者所得
需要増加額
１次効果
２次効果
総効果

キャンプ効果
647,245,055
350,391,804
181,137,498
188,151,595
251,994,981
176,516,050
1,075,756,086

観光効果
効果の合計
1,260,932,190 1,908,177,245
654,536,515 1,004,928,320
365,222,557
546,360,055
400,137,160
588,288,755
538,702,938
790,697,920
481,131,678
657,647,727
2,280,766,806 3,356,522,892

※ただし需要増加額は中間投入額のうち域内需要分のみ

サッカーキャンプによる経済効果は約 10 億 7,575 万円、観光客による経済波及効果は約
22 億 8,076 万円となり、両方を合わせると約 33 億 5,565 万円と見積もられる。
以上

５.総括

令和元年度のキャンプは、関係団体による受け入れ体制の構築、キャンプ実施チーム
の協力、創出支援事業によるキャンプ地開拓などもあり前年度の 28 クラブを上回る 29
クラブの誘致を調整する事が出来た。しかし前述した通り 2019 年末に中国で発生した
新型肺炎の影響により、最終的な実施件数は 26 クラブとなった。
また東京五輪のスケジュールの関係から、J リーグの 2020 シーズンのスタートも早
まった。その影響を受け、同じグラウンドで実施するチーム同士のキャンプ日程が重複
するなどの問題も発生。クラブによっては例年実施しているグラウンドでトレーニング
が出来なくなるなど事務局として代替案の対応に追われた。
クラブからの突然の要望で備品などが不足して対応できない時は、他の自治体から借
用するなどで対応。受け入れ自治体が所有していないもの、予算化していないものを事
務局で準備するという形は例年行っており現時点では何とか対応出来てはいるものの、
今後は受け入れ側の各関係者が独自で準備するなどの必要性があると感じる。
受け入れ施設に関しては、例年多くの施設が受け入れのために一般利用の制限を行っ
ている。しかし、キャンプ受け入れにより中体連や高体連、他のイベント団体主催の大
会が開催できなくなるというのは事務局としても極力避けたい。よって、それら各団体
とも都度、日程調整を行いながら互いに協力し合うことが必要であり、そういった調整
が最終的にキャンプ全体の円滑な実施に繋がっていると考える。今年度も各団体との調
整、そしてクラブ側の協力もあり無事に日程を消化することが出来た。
ガイドブックに関しては昨年同様に県内各所で配布、好評で問い合わせも多く今年度
の経済波及効果にも大きく貢献したと考える。拠点施設も初の試みであったが各クラブ
の協力もあり華やかな PR ブースを提供する事が出来、約 2,500 人もの方に来場いただ
いた。
「サッカーキャンプ誘致戦略推進事業」は「誘致から誘客」へと大きな転換期を迎え
てきている。観光促進とクラブの充実したキャンプ実施の両方を追い求め「沖縄サッカ
ーキャンプ」をさらに拡大・発展させるためには、今後はより関係者の方々の協力・連
携、そしてそれぞれの立場における理解が必要になってくる。
今年度もキャンプの受け入れに尽力していただいた関係者の皆さま、そして沖縄サッ
カーキャンプの円滑な実施の為に協力していただいた各クラブの皆さまに感謝したい。

令和元年度

サッカーキャンプ誘致戦略推進事業
実施報告書
（概要版）
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