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平成 30 年度

サッカーキャンプ誘致戦略推進事業
実施報告書

1. 概要
沖縄サッカーキャンプ誘致活動の取り組みについて
沖縄県によるサッカーキャンプ誘致事業が本年度で 9 年目を迎え、その間、
各グラウンドの芝の良質化を目的とした「芝人養成事業」や各自治体・宿泊
施設及び関係団体との連動した受け入れ体制の構築により、年々誘致チーム
数は順調に伸びており一定の成果を出すことができた。
本年度は誘致クラブ数の増加（具体的には 24 クラブ以上の誘致）、また沖
縄におけるサッカーキャンプでは初の試みとなる「ガイドブック」「ポスタ
ー」の製作を行い、各キャンプ地への来場促進を図った。
□ 各関係団体と連携した誘致活動
今回の誘致事業を行うにあたり、県内の受入自治体、宿泊施設はもちろん、
沖縄県サッカー協会や沖縄県体育協会、OCVB、また、海外クラブ誘致にお
いて中心となる各エージェント社等と情報共有を行い誘致活動を展開した。
□ 結果
昨年度（H29 年度）の 24 クラブを上回る 28 クラブの誘致を実現するこ
とが出来た。特に、昨年度 17 クラブだった J クラブが今年度は 19 クラブま
で増加。更に韓国 K リーグ１、なでしこリーグが３、韓国女子が１、大学が
３、中国少年が 1 と多岐にわたるカテゴリーのチームが沖縄に集結し、Ｊク
ラブ同士はもちろん、地元沖縄のクラブや社会人チーム、大学生なども含め
トレーニングマッチを組むことができた。
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2. 決定状況
□ 平成 30 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 14 日〜1 月 29 日（1 次キャンプ）/16 日間
2 月 2 日〜2 月 9 日（2 次キャンプ）/８日間
場所：かいぎんフィールド国頭（1 次）
糸満市西崎陸上競技場（2 次）
宿泊先：オクマプライベートビーチ＆リゾート（国頭村：1 次）
ロワジールホテル那覇（那覇市：2 次）
2. ベガルタ仙台（J1）
期間：1 月 14 日〜1 月 29 日/16 日間
場所：糸満市西崎陸上競技場
宿泊先：サザンビーチホテル＆リゾート沖縄（糸満市）
3. 横浜 F・マリノス（J1）
期間：1 月 18 日〜1 月 27 日/10 日間
場所：石垣市サッカーパークあかんま
宿泊：ANA インターコンチネンタル石垣リゾート（石垣市）
4. サガン鳥栖（J1）
期間：1 月 20 日〜2 月 3 日/15 日間
場所：読谷村陸上競技場
宿泊先：沖縄残波岬ロイヤルホテル（読谷村）
5. ガンバ大阪（J1）
期間：1 月 22 日〜1 月 31 日（1 次キャンプ）/10 日間
2 月 4 日〜2 月 11 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（1 次）
南城市陸上競技場（2 次）
宿泊先：コスタビスタ沖縄ホテル＆スパ（北中城村：1 次）
ユインチホテル南城（南城市：2 次）
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6. 浦和レッズ（J1）
期間：1 月 22 日〜1 月 29 日（1 次キャンプ）/8 日間
2 月 1 日〜2 月 8 日（2 次キャンプ）/8 日間
場所：金武町フットボールセンター（1 次＆2 次）
宿泊先：ホテルムーンビーチ ANA（恩納村：1 次＆２次）
7. 川崎フロンターレ（J1）
期間：1 月 31 日〜2 月 9 日/10 日間
場所：八重瀬町東風平運動公園サッカー場 （1 月 31 日〜2 月 2 日）
中城村吉の浦公園ごさまる陸上競技場（2 月 3 日〜2 月 9 日）
宿泊先：サザンビーチホテル＆リゾート沖縄（糸満市）
コスタビスタ沖縄ホテル＆スパ（北中城村）
8. 北海道コンサドーレ札幌（J1）
期間：2 月 1 日〜2 月 12 日/12 日間
場所：金武町陸上競技場（金武町）
宿泊先：リザンシーパークホテル谷茶ベイ（恩納村）
9. 名古屋グランパス（J1）
期間：2 月 3 日〜2 月 10 日/8 日間
場所：南風原町黄金森運動公園陸上競技場
宿泊先：サザンビーチホテル＆リゾート沖縄（糸満市）
10. ヴィッセル神戸（J1）
期間：2 月 10 日〜2 月 13 日/4 日間
場所：金武町フットボールセンター
宿泊先：オキナワマリオットリゾート＆スパ（名護市）
11. ジェフユナイテッド市原・千葉（J2）
期間：1 月 15 日〜2 月 3 日/20 日間
場所：南城市陸上競技場
宿泊先：ユインチホテル南城（南城市）
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12. 大宮アルディージャ（J2）
期間：1 月 16 日〜1 月 25 日/10 日間
場所：うるま市具志川運動公園多種目球技場
宿泊先：オキナワグランメールリゾート（沖縄市）
13. FC 町田ゼルビア（J2）
期間：1 月 21 日〜1 月 27 日/7 日間
場所：八重瀬町東風平運動公園サッカー場
宿泊先：ホテルグランビューガーデン沖縄（豊見城市）
14. 水戸ホーリーホック（J2）
期間：1 月 28 日〜2 月 5 日/9 日間
場所：うるま市具志川運動公園多種目球技場
宿泊先：オキナワグランメールリゾート（沖縄市）
15. 京都サンガ F.C.（J2）
期間：1 月 31 日〜2 月 10 日/11 日間
場所：八重瀬町具志頭運動公園陸上競技場
八重瀬町東風平運動公園サッカー場
宿泊先：ホテルグランビューガーデン沖縄（豊見城市）
16. 東京ヴェルディ（J2）
期間：1 月 28 日〜2 月 8 日/12 日間
場所：西原町民陸上競技場
宿泊先：ノボテル沖縄那覇（那覇市）
17. V・ファーレン長崎（J2）
期間：1 月 12 日〜1 月 30 日/19 日間
場所：西原町民陸上競技場（1 月 12 日〜1 月 23 日）
恩納村赤間運動公園サッカー場（1 月 24 日〜1 月 30 日）
宿泊先：ノボテル沖縄那覇（那覇市）
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート（恩納村）
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18. ファジアーノ岡山（J2）
期間：1 月 17 日〜1 月 23 日/7 日間
場所： 恩納村赤間運動公園サッカー場
宿泊先：沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ（恩納村）
19. ヴァンラーレ八戸（J3）
期間：2 月 10 日〜2 月 19 日/10 日間
場所：本部町陸上競技場
宿泊先：ホテルゆがふいん BISE（本部町）
20. 光州 FC（K2:韓国 2 部）
期間：1 月 31 日〜2 月 16 日/17 日間
場所：八重瀬町具志頭運動公園陸上競技場、他
宿泊先：ANA クラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー（那覇市）
ホテルアクアチッタナハ（那覇市）
21. INAC 神戸レオネッサ（なでしこ 1 部）
期間：2 月 7 日〜2 月 21 日/15 日間
場所：読谷村残波岬ボールパーク（2 月 7 日〜2 月 11 日）
八重瀬町東風平運動公園サッカー場（2 月 12 日〜2 月 21 日）
宿泊先：ホテル日航アリビラ（読谷村）
ホテルグランビューガーデン沖縄（豊見城市）
22. 伊賀フットボールクラブくノ一（なでしこ 1 部）
期間：2 月 28 日〜3 月 3 日/４日間
場所：うるま市具志川運動公園多種目球技場
宿泊先：オキナワグランメールリゾート（沖縄市）
23. ちふれ AS エルフェン埼玉（なでしこ 2 部）
期間：2 月 9 日〜2 月 12 日/4 日間
場所：沖縄県総合運動公園蹴球場
宿泊先：リザンシーパークホテル（恩納村）
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24. 慶州韓国水力原子力蹴球団（韓国女子 1 部）
期間：2 月 12 日〜2 月 25 日/14 日間
場所：南城市陸上競技場
宿泊先：ユインチホテル南城（南城市）
25. 岐阜経済大学（東海リーグ）
期間：2 月 8 日〜2 月 12 日/5 日間
場所：金武町フットボールセンター

他

宿泊先：ネイチャーみらい館（金武町）
26. 帝京大学（東京都リーグ）
期間：3 月 9 日〜3 月 16 日/8 日間
場所：南城市陸上競技場
宿泊先：ユインチホテル南城（南城市）
27. 帝京平成大学（関東女子リーグ）
期間：2 月 13 日〜2 月 18 日/6 日間
場所：うるま市具志川運動公園多種目球技場
宿泊先：春日観光ホテル（うるま市）
28.広州冨力 U-16
期間：1 月 21 日〜2 月 1 日/12 日間
場所：八重瀬町具志頭運動公園陸上競技場

他

宿泊先：ホテルアベスト那覇国際通り（那覇市）
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３． キャンプ地の情報発信
□ サッカーキャンプガイドブック・ポスターの作成
今年度より新たな試みとしてサッカーキャンプ観戦ガイドブックとポスター
を作成。反響が大きく急遽増刷対応を行うなど非常に好評だった。
＝サッカーキャンプ誘致パンフレット＝
発行部数：32,000 部（2,000 部増刷）

＊左がガイドブック、右側がポスターデザイン。それぞれ「綺麗な芝」と沖縄
らしさをイメージした「青い海」をデザインに取り入れた。
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＊クラブからのコメントは「マスコットもしくは広報担当から」という形で対
応。

＊各市町村からオススメの観光情報を集約し、チーム情報と共に掲載。
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□ Web 媒体での露出
来場客の基本的なキャンプの情報源は Web 媒体なので「沖縄サッカーキャン
プ」サイトにおける日々のスケジュール変更やトレーニングマッチ情報の更新
を可能な限り行った。今年は前述したガイドブックが HP からダウンロード出
来るようにも設定。

＝沖縄サッカーキャンプ公式 HP 閲覧状況について＝
HP 閲覧状況について 2019 年１月 10 日〜2019 年 3 月 16 日までの統計、検
証を行った。
１日最高のユーザーアクセス数は 2 月 10 日に 4,354 を記録した。
また平均セッション時間で最も長い時間を記録したのは 2 月 3 日の３分７秒
だった。アクセス数に関しては、やはりトレーニングマッチが集中して行われ
る 1 月下旬から 2 月中旬ごろにかけてピークを迎えているのがわかる。

＊ユーザーアクセスデータと接続セッション時間
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またユーザーが HP を訪れる時間帯は土曜日・日曜日の午後 10 時から午後 2
時までに集中しており休日に観戦に行く際に HP の情報を参考にしている傾向
が見られた。
平日を含めても、時間帯としては午前 10 時から午後 0 時までのお昼頃にアク
セスが集中していた。
HP アクセスにおけるデバイス別セッションにおいては、スマートフォンなど
の携帯モバイルが 75.8%と圧倒的に占めており、次にパソコンが 13.2％、タブ
レットが 11％となっている。
これらのデータからも今後はスマートフォンなど携帯端末閲覧用 HP あるい
は情報発信アプリなど、携帯端末からも見やすい媒体の制作も視野に入れる必
要があると感じた。
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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

平成 30 年度サッカーキャンプの経済波及効果
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。
チーム誘致関連経費
支出額（円）
球団経費
257,470,000
その他消費
155,269,033
施設関連経費
167,890,050

合計

580,629,083

観光客による需要増加額
支出額（円）
宿泊数
259,865,798
交通費
112,658,458
土産・買物費
204,350,890
飲食費
171,213,494
娯楽・入場費
77,132,390
その他
13,886,870
839,107,901

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、
施設整備等球場関連支出が約５億 8,062 万円、キャンプを見学に訪れた観光客
による支出が約８億 3,910 万円と見積もられ、合わせて約 13 億 7518 万円の直
接効果が発生した。
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。

直接効果
付加価値額
雇用者所得
需要増加額
１次効果
２次効果
総効果

キャンプ効果
581,016,883
326,315,091
177,496,283
160,887,570
214,573,923
155,475,852
951,066,658

観光効果
効果の合計
839,107,901 1,420,124,783
435,703,192
762,018,283
244,768,743
422,265,027
267,434,252
428,321,821
359,534,798
574,108,721
322,255,680
477,731,532
1,520,898,379 2,471,965,036

※ただし需要増加額は中間投入額のうち域内需要分のみ

単位：円
サッカーキャンプによる経済効果は約 9 億 5,106 万円、観光客による経済波
及効果は約 15 億 2,089 万円となり、両方を合わせると約 24 億 7,196 万円と見
積もられる。
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５． 総括
平成 30 年度は、関係団体等による受入体制の構築やキャンプ実施チームの協
力もあり、結果的に昨年度の 24 クラブを上回る 28 クラブの誘致を実現するこ
とができた。
誘致クラブの内訳についても、29 年度は 17 クラブだったＪクラブが、30 年
度は 19 クラブまで増加した。マッチメイク面においても沖縄の地元クラブや社
会人チーム、大学生チームなど、多彩なトレーニングマッチを組むことができ
た。
一方で、いくつかの課題も生じた。突然、チームから備品の要望などがあり、
すぐには対応出来ず、他の自治体から借用するなどして対応を行った。また、
エアロバイクなどが必要となったケースでは、業者を探して搬入を行った。
受入自治体等が所有していないもの、予算化していないものを急に用意する
ことは難しいことから、こういったことについては、今後も引き続き課題にな
ってくると思われる。
また、チームに対する支援策として、支援金の有無に係る問い合わせをいく
つかいただいた。現在、県による支援金制度は設けておらず、今回、石垣市の
ように協力会が立ち上がり、キャンプチームをサポートするという新しいモデ
ルも生まれたことから、受入市町村独自の支援体制が構築されつつあることが
伺えた。
キャンプ受入施設については、例年多くの施設でキャンプ実施前から芝養生
のために利用制限を行う必要があることから、施設利用を希望する中体連・高
体連や、他のイベント団体ともキャンプ全体の円滑な実施を図っていくために
は調整が必要となってくる。今年度についても中体連・高体連、少年サッカー
大会やラグビー大会などから数多くの問い合わせをいただいたが、キャンプ受
入に好意的に協力していただいたことから、他のイベント、大会等との日程調
整を上手く行うことができた。
今年度の取組については、
「誘致事業」を軸にガイドブック制作など「誘客促
進」にも力を入れた。ガイドブックについては、ポスターとともにコンビニ、
レンタカー会社、空港、ホテルなど関係各所への配布、設置を行ったところ、
非常に好評で問い合わせも多く、今年度の経済波及効果に大きく影響したもの
と考えられる。
「サッカーキャンプ誘致戦略推進事業」においては、自治体や各クラブ、関
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係者の方々の協力・連携が必要不可欠であり、関係者の意見や立場を理解、集
約し取り組むことで、更に沖縄サッカーキャンプを拡大・発展させていく必要
がある。
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