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第 23 回 2015 おきなわマラソン ～選ばれる大会に向けた取り組み～ 

実施報告書（概要版） 

 

 

■事業実施概要 

【実施目的】 

 県外参加者の誘客により、沖縄県の経済振興に寄与するスポーツイベントとして大会の在り方

を再認識させ、発展させること。 

 

【実施内容】 

・主催 中部広域市町村圏事務組合、（株）琉球新報社、沖縄陸上競技協会、（公財）沖縄 

県体育協会、沖縄県総合運動公園指定管理者（株）トラステック、沖縄テレビ（株） 

・後援 内閣府、沖縄県、沖縄県教育委員会、九州陸上競技協会、（公財）沖縄県体育協会、 

（一財）沖縄観光コンベンションビューロー、NHK 沖縄放送局、（株）ラジオ沖縄 

 

・実施日程 平成２７年２月１５日（日） 

・実施内容 ■参加者満足度の向上に向けた取り組み 

① 地域ホスピタリティーの PR 

② 地域情報発信サイトの開設（グルメマラソン企画） 

③ ランナー向けのステージイベントや女性向けサービスの充実 

      ■県外誘客プロモーション 

      ①競技志向の高いランナーに向けた取り組み 

      （ロンドンオリンピック代表藤原新率いるアラタプロジェクトとの連携） 

②健康・美意識の高い女性ランナーに向けた取り組み 

      （ファッション・ビューティー業界の女性ランナーによる企画集団「RUNGIRL」との連携） 

③上記と連携したツアーの企画・販売 

 

・集客人数 

 県内 県外（国内） 県外（海外） 合計 

目標（提案時） 14350 3000 650 18000 

実績 13120 2803 829 16752 

昨対比 －871 ＋138 ＋202 －531 

 

・集客人数増減理由 

県外参加者の誘客活動にも力を入れたが、当初予定していたスケジュールからの遅れが影響し、
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目標人数の 3000 名を達成する事はできなかった。しかしながら、昨年と比較すると 138 名の県

外客の増となった。また、最も数値が伸びたのが海外参加者である。増加するインバウンドマー

ケットに対し、各旅行代理店がツアーを組んだ事により昨対比で 202 名の増となった。その一方

で県内客が 871 名の減となったため全体の数としては、昨対比で総参加者数が 531 名の減少する

結果となった。本年度は NAHA マラソンが 30 回の記念大会という事もあり、県内客が集中した

可能性や県内での新規のスポーツイベントの立ち上げによって参加者がスライドした可能性も含

めて調査が必要と考える。 

■ 実施報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタート時の様子 参加者の楽しげな様子 RUNGIRL のステージイベント 

アラタプロジェクトのトークショー ゴール時の様子 FC 琉球によるメダル授与 

女性ランナーに提供した商品 女性専用ブース ブースを利用する参加者たち 

PR 大使に任命された藤原新氏 大阪ハッピーランフェスタでの PR ブース 42.195km完走を目指した ananランニング部 
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■ 事業実施結果 

１．参加者満足度の向上に向けた取り組み 

①地域ホスピタリティーの PR 

沖縄らしい補給食の提供やエイサーの拠点地沖縄市の各エイサー団体による応援隊の配置。ゴー

ル地点では沖縄市を拠点に活躍する FC 琉球やチームの公式サポーターガールズの

RYUKYUGIRLS による完走者へのメダル授与を実施した。ゴール後に記念写真を撮る参加者や

個人ブログ等でも応援隊や地域エイドの取組の掲載も多くみられた。沖縄ならではのホスピタリ

ティーを参加者へ体感させることができ、次回大会に向けたリピーターの確保と情報発信につな

がる取組となった。 

 

②地域情報発信サイトの開設（グルメマラソン企画） 

「グルメマラソン企画」と題し、コース上の飲食店を紹介する特設サイトを開設した。参画した

飲食店からはクーポン提供頂きイベントをフックにした地域振興に対する取組みに理解が得られ

たのが成果としてあげられる。しかし、コース上の飲食店 20 店舗のみの掲載になったため、周辺

の観光施設等ジャンルも増やしながら情報量が豊富な特設サイトの構築や情報量や利便性が高い

他社既存サイトとの連携等、別の方法も模索する事でより地域にさらに還元できる仕組みを構築

していく必要がある。 

 

③ランナー向けのステージイベントや女性向けサービスの充実 

ゴール会場にて RUNGIRL・アラタプロジェクトによるトークショーや、お笑いステージ 

ライブパフォーマンス等を披露する事でおきなわマラソンの賑わい・楽しさを倍増させ参加者の

満足度の向上につながったと考える。しかし、舞台設営の場所や参加者の導線への配慮が不足し

ていた。ゾーニングの問題を解決する事で、更に多くの参加者が楽しむ事ができたと考えられる。 

また、女性専用ブースでの出走前の日焼け止めの利用や、出走後のフット・スキンケアの利用は

非常に喜ばれ、参加者ニーズが高い事がわかった。また、商品を購買したいという声も多くあが

り、今後の企業 PR につなげられるよい足がかりが築けた。 

女性専用トイレは例年の長蛇の列の解消につながったものの、専用更衣室は予想に反して利用が

少なかった。会場の看板へのブース案内や HP での告知がしっかりとされれば女性にやさしい大

会である事をより発信できた。 

 

■県外誘客プロモーション 

①競技志向の高いランナーに向けた取り組み 

（ロンドンオリンピック代表藤原新率いるアラタプロジェクトとの連携） 

アラタプロジェクトのランメイト会員 700 名への告知や首都圏を中心としたスポーツ関連施設を

中心に大会チラシ・ツアーチラシの配布を実施。５１名の集客につながった。 
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②健康・美意識の高い女性ランナーに向けた取り組み 

（ファッション・ビューティー業界の女性ランナーによる企画集団「RUNGIRL」との連携） 

効果的なビジュアルとともに RUNGIRL と連携した「女性に優しい大会」としてのプレス 

リリ―スを発信する事でファッション・スポーツ関連の WEB なども含め予想よりも多くの 

媒体にて取り上げてもらえた。（WEB6、BLOG6、SNS1、ラジオ１、フリーペーパー１） 

新たな取組で、話題性はあったがツアーの集客には繋げることができなかったため、もう 

少しツアーに注力したプロモーション展開をすべきであった。 

③ 上記①②と連携したツアーの企画・販売 

ツアー企画・造成を実施し募集を開始したが、スケジュールの遅れもあり、アラタプロジェクト

ツアーでは 32 名、女性専用ツアーでは 6 名の募集に留まりどちらのツアーも最少催行人員 40 名

に届かず、催行中止の結果となった。 

 

■事業総括（課題と今後の展望） 

沖縄県内ではすっかり定着し、1 万 6 千人を超える大規模イベントではあるが、これまで積極

的に県外 PR を実施した事例はなく、本事業においてスポーツツーリズムの視点を持って県外誘

客に取組み、参加者の満足度向上を目的とした新たな内容を展開したことで当初の大会開催理念

の「沖縄の経済振興に寄与するスポーツイベント」というあり方を運営者が再認識するきっかけ

になったのは大きな成果と言える。課題としては、大会の規模が大きく運営側は 1 万 6 千人を超

す参加者の対応や細かな業務をこなすので手一杯であり、大会の運営を通し、スポーツツーリズ

ムの推進やその機運を高める事のできる人材の育成ができれば大会はより大きく発展する事がで

きると考えられる。 

事業の推進にあたっては、企画提案の内容は全て実行する事ができたものの、助成金交付決定

を待って事業を開始したために、当初予定していたスケジュールからの大幅な遅れが響き、PR 活

動も 1 か月程度しか取る事ができなかった。また、プロモーションについては、大会自体の告知

のみに偏るとプロモーションの効果測定が難しく、ツアーに注力した PR 活動にシフトすべきで

あった。そのためには募集開始の 11/1 にはツアーが完成できるスケジュールを組む必要があると

考える。 

 今後の展望として、県外参加者誘客については今回の課題を活かしながら継続し、ターゲット

を更にセグメントして適正なプロモーションを実施したい。それに加えて、拡大するインバウン

ドマーケットに対して運営側が積極的に県内のランドオペレーターやアジア近隣の旅行代理店へ

の営業が必要かと考える。また、誘客した外国人参加者の言葉の壁によるストレスを少しでも解

消できるような施策・サービスを盛り込んでいく事が必要であろう。 

 今後も NAHA マラソンよりも県外誘客率の高い、県内で最も地域に貢献できる大会としての目

標を持ち継続してイベントを成長させたい。 
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第 17 回沖縄トロピカルカップ国際少年サッカー大会＆第 24 回はごろもカップ 

 

実施報告書（概要版） 

 

 

■事業実施概要 

 

【実施目的】 

１．国際大会としてさらに向上・定着させ、アジア諸国からサッカーを通して観光客をより多く

誘引していくために、本年度は「第 17 回沖縄トロピカルカップ国際少年大会」と 

宜野湾市で開催される「第 24 回宜野湾市ジュニアサッカー大会はごろもカップ」を 

連動させ受け皿を拡充する。 

２．今年度は、アジアから新規に 3 チーム（マレーシア、シンガポール、タイ、予定）を招聘（渡

航費の１／２を補助）。過去に招聘した海外チームから２～３チームの参加（自費参加）を促

し、通算５～６の海外チームを受け入れる（昨年は 4 チーム）。 

県外チームは 12～16 チーム（昨年は７チーム）を受け入れ。 

３．これまでと同様「少年サッカー教室」の開催、「エイサー体験」や「ホームステイ」などの文

化交流、県産品のお弁当（スポーツ栄養食）の提供を実施するとともに、海外の指導者から

の要望が多いスポーツドクターの配備と講習会を新規に実施し海外・県外からの参加者に試

合以外での楽しみや沖縄文化への理解を促進し、試合においても安心・安全を強調し継続的

な参加者の増員と沖縄ファンの獲得を図る。 

４．昨年制作した「海外からの参加選手及び父母・指導者向けにサッカーグランド（南部 8 箇所）

からの観光スポットやショッピングモール、レストラン等へのアクセスマップと観光ガイド

を載せたパンフレット」を再編集し宜野湾の情報も付加するとともにタイ語・マレー語に翻

訳し新規アジア諸国へ配布し、沖縄におけるスポーツツーリズムの魅力をより訴求し誘引に

つなげる。 

５．24 年度・25 年度に制作したプロモーション映像を再編集（「宜野湾はごろもカップ」の情報

を付加）及びタイ語・マレー語に翻訳（既に英語・中国語・韓国語はあり）しＤＶＤ化した

ものを新規アジア諸国へ配布し沖縄におけるスポーツツーリズムの魅力をより訴求し誘引に

つなげる。 

６．新たな試みとして、スポーツドクターの配備と講習会に絡めて、海外チームに対してサポー

ターやスポーツドリンク等のボディケアー・グッズのプレゼント（ファイテン浦添店から無

償支給）を行い次回参加へのモチベーションにつなげる。また、ファイテンとの連携の意味

合いとして、今年度から海外のファイテンショップから沖縄国際少年サッカー大会の情報を

発信し誘客につなげる。 
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【実施内容】 

①第 17 回沖縄トロピカルカップ国際少年サッカー大会の開催 

・共催 一般社団法人沖縄県サッカー協会 那覇市サッカー協会  

・後援 沖縄県 

・実施日程 平成 26年 12月 27日(土)・１２月２８日（日） 

②第 24 回はごろもカップの開催＜拡充として新規の誘客施策＞ 

・共催 一般社団法人沖縄県サッカー協会、沖縄県、宜野湾市、宜野湾市サッカー協会 

・後援 宜野湾市教育委員会 

・実施日程 平成 26年 12月 2６日(金)・１２月２７日（土） 

③少年サッカー教室の実施 

「少年サッカー教室」を開催する。県内外、国外の子供達の技術の向上と青少年の育成を目的と

する。 

④文化交流の実施 

○大会参加者全員によるエイサー体験を行う。沖縄の少年サッカーチームが本土に遠征した際、

エイサーを披露するケースが多い。本土の少年サッカーチームの指導者から、沖縄の少年の明る

さに感動したとエイサー体験の要望が高いことから今回実施する。 

○県外の少年達は、那覇市サッカー協会関係者の自宅でホームステイを行い、沖縄の文化・生活

により親しみ、継続的な沖縄ファンになってもらう。 

⑤県産品食材の活用 

大会期間中の昼食を通常のお弁当ではなく沖縄食材を使った「スポーツ栄養食弁当」を提供する。

「命の薬」といわれ沖縄の食材及び伝統料理と「スポーツ栄養学」を融合させたスポーツ弁当で、

少年達の健康管理、県産品の普及、食育等の相乗効果を生み出す。 

（沖縄食材を使った「スポーツ栄養食」は２３年度のスポーツ振興課の「スポーツ・ツーリズム

戦略推進事業」となっている） 

⑥海外への情報発信拠点の拡充とスポーツドクターの配備及びボディケアー講習会 

これまで本大会では、台湾のサッカー協会と友好関係を築き台湾を拠点に他の中華圏への参加呼

びかけを展開してきた（香港、上海）。また、韓国については県内在中の韓国サッカー界と関係性

の強いサッカー関係者を通して参加呼びかけを行ってきた。本年度を含め、今後マレーシア、タ

イ、フィリピン等のアジア諸国への参加呼びかけの強化に際して新たな情報発信拠点を拡充する

必要があると考えている。そこで、マレーシアやタイなど世界１７カ国９０店舗を有するファイ

テンショップ（本社京都府）と連携しアジア各地のファイテンショップから沖縄国際少年サッカ

ー大会の情報発信及び誘客を図りたいと考えている。 

 

また同時に、海外の指導者からの要望が多いスポーツドクターの配備やボディケアー講習会を新

規に実施し試合における「安心・安全」を強調し継続的な参加者の増員を図る。 

海外チームに対してサポーターやスポーツドリンク等のボディケアー・グッズのプレゼント（フ
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ァイテン浦添店から無償支給）も行う。   

⑦プロモーション 

○パンフレット＜拡充として新規の誘客施策＞ 

昨年制作した「海外からの参加選手及び父母・指導者向けにサッカーグランド（南部 8 箇所）か

らの観光スポットやショッピングモール、レストラン等へのアクセスマップと観光ガイドを載せ

たパンフレット」を再編集し宜野湾の情報も付加するとともにタイ語・マレー語に翻訳し新規ア

ジア諸国へ配布し、沖縄におけるスポーツツーリズムの魅力をより訴求。 

○映像プロモーション＜拡充として新規の誘客施策＞ 

24 年度・25 年度に制作したプロモーション映像を再編集（「宜野湾はごろもカップ」の情報を付

加）及びタイ語・マレー語に翻訳（既に英語・中国語・韓国語はあり）し、ＤＶＤ化したものを

新規アジア諸国へ配布し沖縄におけるスポーツツーリズムの魅力をより訴求し誘引につなげる。 

 

 

 

・集客人数 

 県内 県外（国内） 県外（海外） 合計 

目標（提案時） 1,300人 280人 170 人 1,750 人 

実績 1,420人 ２８０人 １１８人 1,818人 

 

・集客人数増減理由 

県内参加者は予想を上回る参加人数だった。県外参加者は予想通りの参加者であった。 

海外は予想より１チーム少なかったため集客数が減った。参加合計人数は結果として予想を上回

った。 

 

 

  



 78 

■ 実施報告 
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■ 事業実施結果 

海外チームの自費参加を３チーム、渡航費半額補助（新規参加）を３チームと目標を立てていた

が、結果として自費参加が４チーム、半額補助が１チームとなった。また、新規参加国をマレー

シア、シンガポール、タイの３カ国と想定していた（３カ国とも全額補助を希望したため受け入

れを取り止めた）が結果として中国の広州市の参加となった。 

 

参加を希望したチームは１１チームに及びその内訳は、自費参加…韓国×３、香港×３、台湾×

２、上海×１、補助金…広州市×1、天津市×１。 

実際に参加したチームは、自費参加…韓国×１、香港×２、台湾×１、補助金…広州市×１であ

った。 

 

 

■事業総括（課題と今後の展望） 

今年度は、海外から１１チームの参加希望の問い合わせがあった。しかしながら受入れることが出来

るチーム数は宜野湾市の「はごろもカップ」との連携を図ったものの５チーム（当初は６チームを予

定していた）だけである。今後は、本大会の認知度の高まりや口コミの広がり、また円安効果もあり、

海外からの参加希望チームは現状維持あるいは増加する傾向にあると考えられることから、受け入れ

態勢の拡充を図る必要がある。そのためには、連携する大会を増やすか、新たに国際大会を開催する

必要がある。 

また、今年度の特徴として、台湾での本大会の新聞報道やテレビ番組の取材があり台湾での認知度の

向上が顕著となった。こうしたことからも受け入れ態勢の拡充は必須の課題となっている。 
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８．過去に支援したスポーツツーリズムモデル事業の定着化等の検証 

及び今後の展開についての提言 

 （１）事業の継続状況 

 

過去のモデル事業で採択をした平成２２年以降の２９事業すべてにヒアリングを実施し、その継

続要因や課題などの調査を行った。結果として、東日本大震災で中止になった２事業を除く２７

事業のうち、過半数にあたる１４事業が継続実施をしていることがわかった。 

事業の継続には、参加料収入やスポンサー獲得など収益面での安定が求められるが、それぞれ

の事業ごとに、個々の特性や課題に応じて募集方法や集客施策を工夫し、収益構造の改善に取り

組むことでその課題を克服している。また、地域も含めた組織体制や、事業者自身の継続へ向け

た意識も、事業継続の重要な要件であることが把握された。 

 

■継続事業一覧 

 

 

1 ECO SPIRIT RIDE in 南城市 サイクリング 〇
コンセプトとして南城市の観光資源を活用しており魅力的。しかし、県外誘客がほとんど行わ
れていないのが難点。今後、この観光的な魅力も発信しつつ、ライトな旅行層の獲得にもつ
ながれば価値はある。

2 エコアイランド宮古島マラソン ランニング 〇
トライアスロンなどの実績を踏まえての島内での連携体制は盤石であり、参加者を囲い込ん
での誘客策など、他の地域も学ぶべき要素が多い。エコアイランドの認知や、アフターマラソ
ンの経済効果向上に向けた取り組みなども秀逸。

3 古宇利島マジックアワ－ＲＵＮ ｉｎ 今帰仁村 ランニング 〇
古宇利島の景観の活用や、マジックアワーという魅力的なネーミングにより特徴が見える大
会であり、安定した県内誘客がある。今後は、県外参加者を呼び込んでいくための旅行会社
なども含めた展開なども実施することでの誘客が求められる。

4 美ら島オキナワCentury Run サイクリング 〇
自主財源で連続開催を行っていることや、サイクリングイベントとして誘客を拡大し県外誘客
が１０００人を超えていることや、参加者の半数以上が県外や海外であることから高く評価。

5 第1回　国頭トレイルランニング大会 トレイルランニング 〇
県内初のトレイルランニング大会であることや、やんばるの自然が楽しめることなど、上手に
価値化を行い誘客につなげることができた成功事例。今後県外誘客の強化をしていくこと
で、沖縄の観光魅力の発信ができるのが理想。

6 石垣島アースライド サイクリング 〇
石垣島の信号が無いコース設定や、固定客がついている大会の誘致という意味では、非常
に継続性が高い内容である。参加費と協賛金で実施が出来ているという現状も評価に値す
る。

7 ストライダーエンジョイカップJAL沖縄ステージ
ストライダー

（ペダル無自転車） 〇
既存の人気企画の誘致であるため、県外誘客が行いやすいことに加え、未就学児の大会と
いう企画の主旨上、ファミリーでの参加が原則となっていることなどから、高い経済効果とリ
ピートも含めた価値は高いが、地域への取り組み強化が欲しい。

8
第1回久米島トライアスロン大会
（旧：久米島チャンプルトライアスロンプレ大会）

トライアスロン 〇
スポーツボランティアの仕組みや体制、トライアスロンという沖縄離島の価値を活用しやすい
競技種目の選定など、バランスが取れている。第一回を終え、将来的にどこまで継続拡大が
図れるかがポイント。

9 第15回沖縄トロピカルカップ国際少年サッカー大会 サッカー 〇
国際化を行うことで、沖縄の立地や気候の価値を活用しての県外、海外からの参加チームを
増加させ規模拡大を図っている好事例であり、補助金の活用価値が高いが、更なる規模拡
大を図る上で補助金が必要なのも否めない。

10 東アジア少年野球フェスティバル　in　恩納村 野球 〇
ビジョンや沖縄を野球のメッカにしていくという方向性や魅力的。しかしながら、事業費の中
でも補助金のウェイトが高いことが課題である。自主財源率の拡大や自費参加で実施がで
きる体制が求められる。

11 ロゲイニング（首里・名護・石垣） ロゲイニング ○
収支的には実質赤字ながらも4年間継続させ、次年度からは観光協会（青年部）との共催イ
ベントとして開催され、小規模ながらも定着化が見込める。またＭＩＣＥや修学旅行の着地型
体験コンテンツとしての実績があることも評価できる。

12 サッカーキャンプ誘致と冬季サッカーリーグの開催 サッカー ○
サッカーキャンプ誘致をFC琉球と実施した事例であり、現在のJリーグを中心としたサッカー
キャンプを拡大させていく足掛かりとなった事業であり、沖縄のスポーツツーリズム推進への
貢献は大きい。

13 沖縄草野球キャンプ 野球 ○
事業規模は小さいものの、新しい市場に挑戦をしたことや、草野球という大きなマーケットへ
のアプローチは期待値が高い。スキームを宮古島にうつして２年連続で実施をしており、今
後の活動が期待される。

14 沖縄やんばるアドベンチャーラリー in 東村
アドベンチャーレース（ト
レラン、カヌー、バイク等

種目多数）
〇

一回目の開催をもとに、第二回に繋げることができたことは高く評価。結果的に参加者がほ
ぼ県内となっており、スポーツツーリズムとしての誘客による経済効果が今後の課題。やん
ばるの自然を活用しての更なる県外誘客が求められる。

継続 コメント採択事業名 種目
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一方で継続をしなかった事業も１３事業あり、それぞれに課題が残った形ではあったが、新た

な事業へのチャレンジや事業拡大、広報による情報発信等を通して沖縄のスポーツツーリズム推

進に寄与をしてきた事業は多い。 

例をあげると、バスケットボールによるアウェイツーリズムの拡大や交流を目指した琉球ゴー

ルデンキングスの事業では、その実績や課題が現在の活動に活かされている。また、新たなスポ

ーツツーリズムのコンテンツ創出に挑戦をした「YOGA ISLAND in OKINAWA 2013」は、事

業そのものは継続をしなかったものの、沖縄におけるスポーツツーリズムの新たな可能性を示唆

し、その後、沖縄県内においてヨガを活用したコンテンツの拡大につながっていることなどが見

てとれた。 

また、競技別に見ていくと継続した事業にはサイクリングやマラソンなど沖縄の優位性を活用

し、市場が大きな事業が多く、ジュニアゴルフ大会などをはじめとして県外・海外からの参加者

の招致が前提になっている事業などは、招聘費を捻出する財源の不足から継続出来ないケースが

目立った。 

 

■継続しなかった事業 

 

1 プロ野球OB による少年少女野球キャンプ招聘 野球 ×
プロ野球OBの活用など、プロ野球キャンプ地という沖縄ならでは価値と連携した事業実施は
魅力的であったが、実施体制が安定せず、事業費の比率が高いことにより継続はしなかっ
た。一方で当時の子どもたちの沖縄での交流は続いている。

2
プロバスケットボールチームをコンテンツとする
スポーツブランドツーリズム

バスケット ×
アウェイツーリズムの定着を目指しての事業であり同様の事業として継続はしなかったもの
の、本事業によるブースター（ファン）にとっての観光要素も含めた訪問促進の課題とハード
ルを、事業以降の活動に活かしている。

3 バスケットボールキャンプアイランド沖縄 バスケット ×
石垣島での台湾との関係構築によるインバウンド展開という考え方は魅力的ではあった。波
及効果として石垣と台湾の連携ができたことや、キングスの地域貢献に波及したことは価値
になっている。

4 沖縄・韓国（アジア）ジュニアゴルフ交流キャンプ ゴルフ ×
参加費なども含めた費用が高額になってしまうことで、継続実施は困難であったが、韓国で
のメディア露出や、参加者の家族の購買による経済効果など価値のある部分も多かった。

5 アジアジュニア親善ゴルフ大会in沖縄 ゴルフ ×
実施費用が高いことや、選手の渡航費やプレー費などのコスト体制があり継続はしなかった
ものの、ジュニアゴルフの大会は、選手強化や青少年交流という視点では価値が高い。

6
第56回全国サイクリング大会2012inOKINAWA
琉球ダイナミックライド

サイクリング ×
台風の影響で規模を縮小しての大会実施となった為、正確な評価は困難であるが、影響力
のある大会であることから、通常規模で実施が行われていればより沖縄のPRにつながる事
業となったと思われる。

7
宜野湾市長杯
オキナワビッグフィッシングトーナメント2013

フィッシング ×
事業費が高額になることから継続実施が困難な事業であったが、大型魚が狙える、沖縄の
フィッシングの価値を伝えていくことで、冬季でも楽しめるマリンスポーツの創出にチャレンジ
した意義は高く、TV番組での放映など価値ある情報発信につなげられた。

8 YOGA ISLAND in OKINAWA 2013 ヨガ ×
沖縄でのヨガのコンテンツ化、大会実施という視点では価値が高かったものの、費用面での
継続実施が出来なかった。ただし、大会以降の沖縄のヨガコンテンツは増加傾向にあり、沖
縄の新たなコンテンツへのトライという視点で意義があった。

9 古宇利島プレミアＥＫＩＤＥＮ ランニング ×
個人のランナーを集めてのマジックアワーランは県外誘客も成果が出ているが、駅伝という
特性上、複数人数を集めての大会実施には沖縄という立地上集客のハードルがあった。

10 マリンカップ in 沖縄 マリンスポーツ ×
実施体制や、事業費に頼っての運営計画など、継続をさせていく基盤が弱かったが、沖縄の
ビーチスポーツを中心としたマリンの活用というポイントは評価できた。

11 アジアジュニアゴルフフェスタ in OKINAWA ゴルフ ×
実施コストが高いため継続は実現しなかったが、ゴルフのレッスン大会としての価値に加え
て観光ツアーやファミリーツアーの実施など波及効果や地域経済の貢献へのチャレンジは評
価できる。

12 グルメランin沖縄・美らSUNビーチ ランニング、駅伝 ×
地域のグルメを活用したライトなマラソン企画という観点でも、地域経済への影響力も高く企
画自体の魅力は高かったが、収益的に自走化が出来なかった。

13 第1回　アジアゴルフトライ54 in 宮古島 ゴルフ ×
島内の体制は構築されていたものの、韓国サイドとの調整やスケジュール管理などに難が
あった。離島の中でもゴルフツーリズムに取り組んでいる宮古島のインバウンド施策としては
可能性はある。

採択事業名 種目 継続 コメント
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なお、平成２３年３月１１日の東日本大震災による影響を受けて中止や自粛となった下記２事

業は評価の対象外とする。 

 

■中止となった事業 

 

 

これらのモデル事業へのヒアリングをもとに、事業成果や波及効果などを分析することで、本

事業における以下の三つの成果を確認した。 

 

・事業のスタートアップ 

  新たにスポーツツーリズムの事業を実施する上で、初年度の収益面でのリスクを軽減する意

味においても、本事業の補助金制度は価値が高い。 

 

・事業の拡大 

  既存事業であっても、本事業の補助金をもとに事業拡大や新たなサービスの増強などを行っ

ていくことが可能であり、結果としてスポーツイベントの価値向上に寄与している。 

 

・県外、海外誘客の強化 

 スポーツイベントを通じて新たに県外や海外からの誘客を行うためには情報発信に関わる費

用が不可欠であり、補助金をこれらの費用に充てることで誘客に繋がっている。 

 

その他、本県のスポーツツーリズムの認知向上や、スポーツイベントの企画・運営ノウハウの

定着や開催地域のホスピタリティの向上、本事業から派生した新たなスポーツコンテンツの創出

など、本事業がスポーツアイランド沖縄の実現へ向けて果たした成果は高いと考えられる。 

 

  

1
はだし観光アイランドプロジェクト
「ビーチライフｉｎ沖縄」

マリンスポーツ ―

【震災のため中止】
ビーチバレートップアスリートによる大会や、ビーチでのライブ開催、海辺図書館の設置など、
ビーチを活用したイベントを企画。ビーチスポーツファン・沖縄ビーチファンの誘客を図る企画
であった。

2 Athlete Vacance OKINAWA ランニング ―
【震災のため中止】
恩納村を起点とした女性向けマラソン大会の開催。人気ファッション紙などとタイアップして
PRを展開し、県外の25歳～35歳女性層を中心に誘客を図る企画であった。

採択事業名 種目 継続 コメント
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８．過去に支援したスポーツツーリズムモデル事業の定着化等の検証 

及び今後の展開についての提言 

（２）成功要因と阻害要因 

 

過去に採択を行った２９事業の成果を確認していく中で見えてきた事業継続のポイントを整理

すると、大きく以下の５つの項目が挙げられる。 

 

＜事業継続のポイント＞ 

① 組織体制 ② 意識と目的 ③ 集客のベース ④ 収益体制 ⑤ 募集告知 

 

以下の記載では、それぞれの項目に対して「成功要因」を事例として取り上げているが、「阻害

要因」としてはそれぞれの事業継続のポイントが成立していないケースや、極端に弱いことなど

に起因して事業原資の確保が出来なかったこと、体制の継続が出来なかったことが挙げられる。 

 

①  組織体制 

事業を継続させていくには強固な組織体制が必要であり、特に実施地域の市町村が主催者とな

っている事業や、主催者と市町村の連携がある事業が継続をしているケースが非常に多い。 

これは、事業実施において市町村職員や関連団体の協力、スポーツイベントに必要不可欠なボ

ランティア人材の確保、道路使用等の協力を得ていく意味でも、必要な要素であると考えられる。 

 

・「国頭トレイルランニング大会」の事例 

国頭村が主体となって実行委員会を組織している「国頭トレイルラン

ニング大会」では、国頭村の地域活性化施策として大会を位置付けて

取り組んでいることや、様々な企画を行う上での地域の協力が得られ

ることで、やんばるの魅力を最大限活用した、魅力ある大会となって

いる。 

 

②  意識と目的 

事業の収益的な成功が継続の最大の要因であることは間違いないが、収益以外にも事業を継続

させていくことの意識と目的を主催者や地域が持っていることも大切である。 

例えば、地域活性の観点からスポーツイベントを行っている場合や、その地域の特徴的な自然や

取組を伝えるための広報的な意義がある企画であること、企業であれば新たなビジネスモデルの

拡大、地域貢献などの収益とは別の目的意識があると、単年の参加者や協賛収益の増減に左右さ

れにくい運営体制が構築できるものと思われる。 

県内の他のスポーツイベントの例を見ても、黒字化までに１０年近い歳月を経て成功を収めて

いるケースも多い。 
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・「美ら島オキナワCentury Run」の事例 

地域の自治体と旅行会社が中心となった地域活性モデルとしての意

識が強く、収益面だけではない事業評価や価値があることで、活動を

継続していくことが可能となっている。 

結果として継続実施により年々参加者が増大していくことにもつな

がり安定した収益基盤を獲得している。 

 

③  集客のベース 

安定した集客を確保することが収益面においても事業の盛り上がりを保つ上でも重要であり、

そのためにも集客のベースを持っていることは継続の重要なポイントである。 

例えば、県内に一定の参加者層を持っていることや、その競技やイベントに対するファン層を

獲得していることで、大きなリスクを回避することが可能となり、複数年にわたる長期間の事業

設計が行いやすくなり継続、拡大に繋げることが出来る。 

 

・「古宇利島マジックアワーRUN in 今帰仁村」の事例 

沖縄県内の新聞社と連携をして告知に力を入れ、例年県内のみで3,000

人を超える参加者が集まり、安定した集客のベースがある。一定数の参

加者による集客（収益）のベースがあることで、更なるイベントの拡大

へ向けた県外誘客を獲得するための広報や募集を行うことが出来る。 

 

④  収益体制 

事業を継続させるうえで事業実施に必要な経費を沖縄県などの補助金に頼らない収益体制を構

築していることが大切である。採択初年度は、リスク軽減の意味からも本事業などによるスター

トアップの支援を必要としたとしても、その後に自走化がしていけるモデルを意識し、事業を設

計し、規模の拡大・縮小も含めた現実的な収益体制による運営を計画することが大切である。 

具体的には参加者収益と、事業の広報効果や意義に賛同をした企業や自治体からの協賛収益に

よる健全な収益体制が求められる。 

 

・「エコアイランド宮古島マラソン」の事例 

安定して1,000名を超える参加者が確保できる体制と、島内や県内も

含めた協賛体制により、事業費が賄える体制を構築し安定した事業実

施が可能となっている。 

宮古島にはトライアスロンなどで培った地域連携やノウハウがある

ことで実施費用が抑えられることも成功のポイントである。 
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⑤  募集告知 

島嶼地域である沖縄県にスポーツイベント参加を目的に旅行する人々は、その種目のコアファ

ンであるケースが多い。そのため、それらのターゲットに直接的に訴えられる手段を持っている

かが大きなポイントとなってくる。 

例えば、同様のスポーツイベント会場でのチラシやツールの配布、その種目の専門雑誌やサイ

ト、会報誌などファン層に対していかに直接的かつ効果的に広報する手段やネットワークを有し、

またファン層による口コミ効果を得ているかが成功の秘訣であり、ファン層による安定した集客

があることで継続性が高まると考えられる。 

 

本事業の特性上、採択を受けてから実施までの期間が少ないという課題点はあるが、競技によ

ってはプロモーションに効果的な他地域のスポーツイベント開催スケジュールが決定しているも

のもあり、告知機会を逃さないためにも、なるべく事前告知の時間を長く取れるようにすること

が誘客に必要である。 

 

・「ストライダーエンジョイカップJAL沖縄ステージ」の事例 

ストライダーというペダルなし自転車のユーザーおよびその家族を

ターゲットとしてピンポイントで告知を行ない「ストライダ―エンジ

ョイカップ」の他県の大会でのチラシ配布等が誘客に繋がった。また、

ストライダーエンジョイカップの公式スケジュールに事前に掲載を

されていたことも大きな要因であった。 
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８．過去に支援したスポーツツーリズムモデル事業の定着化等の検証 

及び今後の展開についての提言 

（３）今後のスポーツイベント拡大へ向けた方向性の提言 

 

これまで、過去の２９事業での結果をもとに考察を行ったが、最後に今後沖縄県として実施し

ていくべきスポーツイベント拡大に向けた提言を以下の方向性としてとりまとめる。 

 

【５つの方向性】 

・ベースとなる集客と県内需要 

・チームスポーツ、大会支援の考え方 

・地域に仕組みを残す事業 

・スポーツコンテンツの新たな芽出し 

・小規模イベントへの支援の検討 

 

モデル事業は、事業のスタートアップや事業の拡大、県外・海外誘客の強化という点で非常に

価値が高く、また継続をしていない事業であっても沖縄のスポーツイベントの拡大・発展に大き

な寄与をしていることは間違いない。 

しかしながら、過去５年間で支援した事業（種目）は多岐に渡り、今後更なる事業成果やスポ

ーツツーリズムの推進に寄与をしていくためにも、以下に記載する提言の内容を踏まえた新たな

モデル事業の実施が求められる。 

 

・ベースとなる集客と県内需要 

成功要因にも記載したが、スポーツイベントを行う上でファン層を囲い込むことやターゲット

を明確にした広報活動などによりベースとなる集客を持っている、もしくは掴んでいる事業であ

ることは継続を考える上で外せない要素である。 

 

その中でも、県内需要を取り込むことは重要である。県内需要の獲得は沖縄における観光振興

を前提としたスポーツツーリズムの視点からは、県外誘客による経済効果には繋がりにくいと考

えられる要素である。しかし一方で、事業の継続にはまずそのスポーツイベントが成立する参加

者数の獲得が必要であること、また県内需要を獲得することで、スポーツイベントそのものの魅

力や盛り上がりが担保され、県外参加者と県内参加者とのスポーツを通じた交流によるイベント

満足度の向上、今後のリピーター化につながる点からも、その価値は高いと考える。 

県内参加者を確保する方法としては、県内メディア（新聞、TV 等）を活用した募集告知の効果

が高いことが過去のモデル事業からも判明しているため、県外プロモーションだけでなく県内プ

ロモーションの実施手法についても審査時に注視する必要がある。 
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・チームスポーツ、大会支援の考え方 

過去のモデル事業において多くのチームスポーツ合宿や大会、ジュニアの国際交流などの支援

を行ってきたが、残念ながらこれらの事業は自主財源による自走化を目指すには困難が伴うこと

も事実である。チームやジュニアの誘致に際し、補助金を活用して渡航費や滞在費等を支援する

事業実施が前提となっているが、大会規模や参加チーム数（参加人数）に限りがあることから、

一般参加型のスポーツイベントに比べて参加者収益やスポンサーを得にくい構造にあり、補助支

援以降に事業を継続する担保となる収益が見込まれにくいことが要因にある。 

 

一方、チームの招聘やジュニアなどの国際交流は、沖縄でのスポーツ振興（競技力の向上やそ

のスポーツの国際化・聖地化）としての価値は非常に高く、自走化とは別の意味での価値がある

と考える。 

例えば、「沖縄トロピカルカップ国際少年サッカー大会」は、もともと沖縄県内チームと国内チ

ーム中心の大会であったが、本事業での補助金等を活用し、海外チームを誘致していくことで国

際大会として定着しつつあり、また大会以外での国際親善試合の開催にも繋がっている。沖縄県

内の少年サッカーのレベルアップに繋がることはもとより、直接的な効果としては見えにくい海

外選手やその家族との交流、将来を担う国内外の少年たちに沖縄をサッカー先進地として認識づ

けていくことなど、その効果は高い。 

  

 

・地域に仕組みを残す事業 

これまで様々なスポーツイベントを支援してきた中で、それぞれのスポーツイベントの主催者

や市町村などが新たなノウハウを入手し、自らの力で継続開催をしていく仕組みの構築が行われ

ていた。 

イベントの立ち上げに関してはその競技ごとの専門家や経験者によるコンサルテーションが必

要となるが、数年間地域等の関係者がスポーツイベントを実施していく中で、運営ノウハウが身

に付き、主体性を持って実施をしていける体制になってきている。例えば、地域のボランティア

を組織化していく仕組みや運営ノウハウの蓄積、自然環境などを活用したその地域ならではのス

ポーツの楽しみ方など、今後スポーツイベントを行うことで地域に新たな仕組みが構築されてい

くことを目指していきたい。 

極端ではあるが、事業そのものの成果とは別に、沖縄や実施地域に残していける仕組みを評価

しその価値を検証しながら拡大をしていくようなモデルも求めていきたい。 

また、本事業とは別の視点で、ハード面の支援も求められている。例えば、那覇空港にスポー

ツバイクの組み立てスペースを確保する、県内コンビニエンスストアにスポーツバイクの駐輪ス

ペースを設置するといった、そのスポーツを実施するための基本環境を整えることも、その競技

の聖地化を目指す上では重要である。 
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・スポーツコンテンツの新たな芽出し 

前述のように、マラソン大会やサイクリング関係のスポーツイベントに関しては定着の可能性

も高く、また、沖縄はそれらのスポーツの実績も多いため認知もされており、今後も拡大してい

くべき内容であることは間違いない。 

しかしながら、それだけでなく沖縄が持つ温暖な気候や素晴らしい自然環境、スポーツ施設な

どを活用した新たなスポーツイベントの開催を支援していくことも本事業の重要な役割であると

考える。 

まだその競技自体の市場規模が少なく、沖縄県内での開催件数がなかった競技であっても、ス

トライダーやトレイルランニング、アドベンチャーラリーなどの競技は継続をしており、それら

のスタートアップに本事業は大きく寄与をしてきた。 

例えば沖縄の自然環境を活用したスタンドアップパドルや新ジャンルのビーチスポーツ、サバ

二や空手等の沖縄の伝統スポーツ体験のコンテンツ化、まだまだチャレンジをしていく価値のあ

るスポーツは多くある。 

今後は県外誘客数の多さのみに限らず、沖縄という環境下で価値化が図れるスポーツを中心に

新たなチャンスを求めての芽出しを行っていくことも重要である。 

 

 

・小規模イベントへの支援の検討 

これまでは、一定の経済効果が期待できる規模の大きいスポーツイベントへの支援を前提とし

た事業設計を行ってきたが、現実には小規模ながらも誘客の価値が高い事業や、一回あたりの誘

客数は少なくとも定着することで年に複数回の開催が可能な事業、スモールスタートで実証をし

ながら広げていくべき事業も多くあると考えられる。一方でそれらの事業を担える事業者自身も

少人数の民間企業や任意団体等であることから、自己資金が少なく、また企画作成や自走化に関

するノウハウ、イベント実施の運営体制が万全でないことが応募の際のハードルとなっていると

いう現実もヒアリング調査で判明している。 

 

 そのため、小規模のスポーツイベントであっても本事業が支援をしていくことを広く告知し、

将来性や継続性が高く、沖縄におけるスポーツイベントの新たな創出に繋がっていく事業の応募

を増やすことが求められる。 

 採択後は事務局による企画策定やイベント運営、継続させるための要件などのアドバイスを行

い、イベントの拡大や定着化の支援を行っていくことが必要である。  
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９．事業総括 

 （１）実施委員会総括 

 

 平成 26 年 3 月 25 日（水）に実施した第 3 回・第 4 回実施委員会では、各事業の総評および今

後の本事業の定着化へ向けて議論がなされた。下記に要約を記載する。 

 

第三回委員会 各事業総評 

各事業成果の確認を行った後、総評を行った。 

 

＜採択事業について＞ 

・ ストライダーをはじめとする子供をターゲットにしたイベントの場合、参加者＋α 

（保護者の同伴等）の誘客が図られ、費用対効果の高い成功例になったと感じる。 

・ コーポレートゲームズでビーチスポーツが中止になった（集客できなかった）のは、開催時

期（3 月）も問題だったのでは。また、時期もダイキンオーキッドと同時期開催であった。

新規事業として定着、拡充を目指すのであれば、開催時期も集客増加に繋がる重要な点。 

・ 過去の事業に比べ、今年度は特に新規事業で目標人数への達成度が高いイベントが多いと感

じる。これは、当事業の大きな成果。 

＜海外誘客について＞ 

・ インバウンド客の増加は、想定以上に早く進んでいる。これまでは県外・海外どちらの誘客

も区別なく評価していたが、今後、海外参加者は大きな伸びが期待できるのではないか。 

・ 観光分野でのインバウンド対応には取り組んでいるものの、スポーツツーリズムの面ではま

だまだ不足している。年々、海外参加者が増加していることからも早めに施策を打つ必要が

ある。 

・ 東京五輪に向け、外国語大学が連携したボランティアの育成という動きがある。沖縄には外

国語大学がなく、外国人観光客が多いことからも確実に必要であると考える。学生、留学生

を活用したボランティア組織等があるといいのでは。 

・ 県・ＯＣＶＢにて取り組んでいる観光人材育成事業のスポーツ版を作るといいのでは。 

・ 怪我の恐れもあるスポーツの場合は、医療（保険）も重要となるので、その点も確認が必要。 

・ 過去にトライアスロンで外国人選手が怪我をした際、通訳がおらず帰国させたイベントがあ

った。そのため、スポーツに特化した通訳の育成も重要では。 

＜事業全体について＞ 

・ 今回の久米島トライアスロンのように観光客の少ない地域に宿泊を重ねたイベントを開催す

るのは地域経済への貢献という点で良い事例。宿泊を伴う北部・離島エリアへのイベントに

期待したい。  
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第四回委員会 事業総括 

「過去のモデル事業の定着化の検証と今後の展開について」という議題のもと、以下の議論がな

された。 

 

＜応募枠について＞ 

・ 現在は募集の際に制限を設けていないが、例えば「空手のイベントを募集する」等と応募に

条件を付けた枠を設け、応募条件に沿った企画提案を募集し、その上で審査基準に則り選定

しても良いのでは。沖縄県として導きたい（強化したい）イベントの企画提案を募集するの

はいかがか。 

 

＜評価基準について＞ 

・ これまで評価していた評価基準を、今回の事業の提言や提示している方向性に沿って基準を

変え、より提言にむけた項目を増やすと良いのでは。 

・ 成功要因の基準として、主催者が黒字化し継続できれば成功要因と見えてしまうが、アフタ

ーコンベンション等の大会後も要素として評価基準に入れてもいいのでは。 

・ 数値等の目に見える成果も大事だが、ボランティアや地域内体制、人材育成、ホスピタリテ

ィ等のソフト面の効果も重要。この点も調査するといいのでは。結果的に、ソフト面の成果

によってスポーツイベントの定着をはじめ、リピーターの創出や新規顧客を取り囲むことが

できる。成果として見える形で落とし込んでほしい。 

・ 方向性はこれで問題ないが、地域一体となって進めるかが重要だと考える。地域が関わった

イベントは成功している。地域だけでなく、実際に企画する民間事業者が一緒になることで

成功・継続できる例も多い。 

 

＜支援内容について＞ 

・ フライ＆クルーズ（シンガポールから自転車持参の上、飛行機で台湾へ行き、台湾から船で

サイクリングをしに来る）等の新しい形態も生まれている。スポーツツーリズムはイベント

で終わるのではなく、産業化し、雇用創出できるまで拡大してほしい。 

 

＜委員会体制について＞ 

・ 今年 2～3月にやんばる、国頭等で開催されたスポーツイベントが県内の新聞で大きく取り上

げられていた。大々的に取り上げられることで、見た人が（イベントに対し）大成功の印象

を持ち、次年度の参加に繋がるだろう。県内マスコミをより活用することが大事。本事業の

委員会体制に県内メディア関係者を加えることで、より客観的な評価が得られるものと考え

る。 
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９．事業総括 

 （２）スポーツツーリズムモデル事業実施の成果及び課題等 

 

＜成果＞ 

今年度本事業では計 7 事業を採択し、県外・海外誘客数の総合計は 5,470 人となった。採択事

業により集客数が変わってくるため、一概に昨年度との比較はできないが、今年度は県外・海外

誘客目標に対しての達成率で 4 割を下回るところが 1 件も無く（昨年度 3 件）、高い達成率の事

業が多かった。これは、「繁忙期と閑散期の格差縮小」という本事業における数量的な成果以外

にも、将来的な「定着化に繋がる優良な事業を選定できた」という点で大きな成果だったといえ

る。 

また、過去に支援した 29のモデル事業者全てに電話ヒアリングを行い、事業の成功要因・阻害

要因について調査を行った。この調査結果から「スポーツイベントにおける事業継続のポイント」

を取りまとめ、また「今後のスポーツイベント拡大に向けた方向性の提言」を行った。 

実施委員からの総評にもあるように、今年度取りまとめた「事業継続のポイント」を次年度以

降の選定基準に加えることで、今後更に定着する可能性の高い事業の選定に繋がると考えられる。 

「今後のスポーツイベント拡大に向けた方向性の提言」については、採択事業者が行うべき課

題やポイント等を踏まえることで、スポーツイベントの定着や新たなスポーツイベントの創出が

図られ、スポーツアイランド沖縄の実現に繋がっていくものと考える。 

 

＜課題＞ 

 過去5年間で支援した事業の中には継続実施している事業もあり、大きな成果を残したが、一方

で今後定着する可能性の高い事業はまだ多く存在している。今後更に魅力ある事業を創出・拡大

させるためにも、過去5年間の選定基準を再度見直すとともに、今年度取りまとめた「事業継続の

ポイント」や「今後のスポーツイベント拡大に向けた方向性の提言」を踏まえた選定基準となる

よう検討する必要があると考える。 

 

＜今後の展望について＞ 

平成 27年 4月には「スポーツコミッション沖縄」が本格稼働し、スポーツアイランド沖縄の実

現に向けたアクションがより一層推進されることが見込まれ、 本事業においても、これまでの成

果を活用した事業精度の向上と事業価値の拡大を行っていくことが、沖縄県のスポーツツーリズ

ムの推進には必要不可欠である。 

本事業では、市場規模のあるスポーツから過去に開催実績の少ないスポーツまで、様々なイベ

ントを支援し、検証を行ってきた。そして今年度取りまとめた「事業継続のポイント」と「方向

性の提言」は今後の沖縄におけるスポーツイベントの定着と拡大へ向けた基礎資料となるもので

ある。今後は、本資料も活用しながら「スポーツコミッション沖縄」との情報・施策連携を図り、
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魅力あるスポーツイベントの創出へ向けたコンサルティング機能を強化し、継続した事業実施を

行っていくことで、本県における更なるスポーツツーリズムの発展が期待される。 
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平成２６年度スポーツツーリズム戦略推進事業 

（スポーツツーリズム実施委員会等業務委託）実施報告書 

 

編 集 発 ： 沖縄県 文化観光スポーツ部 スポーツ振興課 

         〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎 1-2-2 

 

受託事業者 ： 株式会社ＪＴＢ沖縄・株式会社ＪＴＢコミュニケーションズ共同企業体 

         （代表法人）株式会社ＪＴＢ沖縄 

               〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 4丁目 19番 30号 

 

発   行 ： 平成２７年３月 

 


