ECOスピリットライド＆ウォークｉｎ南城市
ECOスピリットライド＆ウォークｉｎ南城市
実施概要
■目的
①体験滞在型観光プログラムの創出により、地域経済の活性化に寄与するとともに、｢観光立県・沖
縄｣を広く発信する。
➢サイクリングとウォーキングのスポーツイベントを春先に開催することにより、観光オフシーズンにおける
ニーズを掘り起こす。
➢沖縄本島の南部と東海岸を中心に、まだ十分に知られていない沖縄の魅力（健康と癒しをもたらす自然・
文化・特産品など）を国内外にＰＲする。

②サイクリングとウォーキングを同日に開催することで、家族でスポーツに親しむ機会を提供し、心身の
健康増進を図る。
➢家族で参加することによるスポーツのさらなる楽しみ方を提案する。
➢サイクリング、ウォーキングともに難易度の違う種目を設け、それぞれの体力に合った健康増進に資する。

③琉球王朝の聖地巡礼を通して、沖縄の歴史と精神文化を学ぶと同時に、環境保全意識を啓発する。
➢自然に対して畏敬の念をもって接した琉球王国時代の先人達の思いに触れる。
➢廃棄物をなるべく出さないようにするなど環境に配慮した大会運営を行うことで、持続可能な社会づくりへ
の意識の高まりを醸成する。

新しい取り組みや事業として追加した内容
● ウォーク部門の新設

●「ウェルネスコーナー」への積極

的誘導
● 物産展ブースの設置と参加者に対する 500 円クーポン券の配布 ●スピリチュアルセレモニーの実
施

●久高島を巡るコースの設定

●写真コンテスト

の開催

■内容
開催日程

2012年3月24日（土）〜3月25日（日） 6：30〜18：00

開催場所

沖縄県南城市ほか本島中南部一帯

主

催

沖縄タイムス社

主

管

ECOスピリットライド＆ウォーク大会実行委員会

共

催

南城市

【構成団体】沖縄県サイクリング協会、沖縄県トライアスロン連合、沖縄県ウオーキング協会
日本ノルディックフィットネス協会沖縄準備室、南城市、南城市議会

南城市教育委員会、南城市商工会、南城市観光協会、南城市体育協会
沖縄タイムス社

事業結果
■参加者数【ライド部門】
コース

申込者数

出走人数

出走率

完走人数

完走率

A 160km

233

209

89.7%

197

94.3%

B 80km

214

196

91.6%

190

96.9%

C 50km

55

45

81.8%

43

95.6%

D 30km

30

30

100.0%

28

93.3%

合計

532

480

90.2%

458

95.4%

前年は東日本大震災の影響もあり400人の参加に留まったが、今回は100人以上増え532人となった。南城市の特色を出
すために、「南城市ふれあいコース」
「久高島・斎場御嶽巡りコース」を新設した。久高島コースは島の受け入れ体制が
未知数だったため、30人と少なめの設定にしたが、すぐ定員に達した。立哨、エイド、移動監察など各部会で事前協議
を重ねたため、運営面ではスムーズだった。怪我などで病院に搬送された参加者もいたが、大事には至らずに済んだ。
また、エイドステーションではリユース食器を使用し、環境に配慮した取り組みを行った。
「ぬちまーす」「おきなわワ
ールド」民間企業2社と協力体制が組めたことも大きかった。県外の参加者が増えれば、企業にとってもより魅力的な大
会となるだろう。

■【ウォーク部門】
参加申込数

参加者数

完歩者数

完歩率

ウォーク A(ファミリー)7km

312

295

285

97%

ウォーク B(ミドル)14km

206

199

184

92%

ウォーク C(チャレンジ)7km

147

134

131

98%

ウォーク D(ファミリー)7km

39

31

31

100%

ウォーク E(ミドル)7km

35

32

32

100%

739(10)

691(9)

663(9)

96%(100%)

集計

(県外参加者)

今大会は ECO スピリットライドと東御廻い国際ジョイアスロンを発展的統合し第 1 回大会となったが、ウォーク部門
に 739 名の参加申込があり風光明媚な風景とコース上の史跡での地元文化財ガイドによる解説等が好評で、大会中の事
故等もなく参加者の 96%が完歩し、大会をとおし南城市の魅力を広く PR できた。また、ゴール地点のメイン会場では(ユ
インチホテル南城)南城市が推進するウェルネス事業のブースにおいては、ウォークの部門の参加者を対象に、事業の紹
介や会員登録(47 名登録)の案内、整骨院スタッフによる簡単な姿勢チェックを行い、癒し・文化・健康に寄与できた。
しかし、県外参加者が少なく今後の大会ブランド化及び県外周知活動の強化等課題も残った。

■講演会、走行説明会
講演会①『南城市・聖地パワーの魅力〜伝え残そう、地域の良さ〜』

講師：県立芸術大学名誉教

授 井上秀雄 氏
講演会②『知っていましたか？体にいい自転車ライフ〜正しい知識で FUN RIDE〜』
講師：沖縄リハビリテーションセンター病院整形外科部長 大嶺啓 氏
走行説明会＆講習会「自分でできるチューブ交換」
（１、２回）
沖縄タイムス広告局 具志堅毅 氏、県サイクリング協会 森豊 氏
⇒１回目 参加者数６３名

２回目 参加者数２２名

合計 ８５名

■ふれあい交流会
実施日程：２５日(日)１４時〜１８時

出店内容（業者１０社）

⇒参加者は飲食やお土産に利用し、６５万円分の経済効果をもたらした。また、約７００食分が利用者
によって消費され、南城市商工会の沖縄そばやカフェくるくまのチキンカレーは完売。

■スピリチュアルセレモニー
ライド部門スタート前の出発式で、神女（ノロ）による安全祈願を行った。感謝の気持ちを込め、太陽
に向かって琉球王朝時代から伝わる「おもろ」
（古謡）の一節と「ツラネ（唱え）
」の後、参加者全員で合
掌と礼拝、大会の安全と成功を願った。神女は、琉球舞踊かなの会・高嶺久枝会主が担当、巫女（笛・太
鼓）の演奏で厳かに演出し、琉球王朝時代の先人たちの精神文化に触れてもらった。

■ 久高島・斎場御嶽巡り ３０名参加
参加者が同コースに参加した理由として「最近パワースポットとして人気のある斎場御獄に参加できる」
という意見が多かった。ルートは、発着点のユインチホテル南城を出発し、久高島へのフェリーが出港す
る安座真港へ。フェリーに乗船し、約２０分で久高島に到着。島内では貸し自転車を利用して、現地ガイ
ドが島内を案内した。約２時間かけて島内の主要箇所を巡り、フェリー発着の徳仁港において昼食。安座
真港から各自の自転車に乗車し、知念半島から太平洋を眺めることのできる知念岬、世界遺産に認定され
ている斎場御獄と巡る。斎場御獄を出てからは、上り坂の長いニライカナイ橋を登る。参加者の疲れがピ
ークに達する時間だけに、参加者にとって厳しい状況になると予想していたが、途中でリタイヤする参加
者もなく、無事登りきった。ニライカナイ橋を過ぎてからは、ゆるやかな下り坂が続き、参加者全員がス
タートから約５時間半かけて無事ゴールすることができた。

■写真コンテストの開催
大会参加者を対象に写真コンテストを実施する計画だったが年度末のため計画を変更。大会当日に撮影
した大会模様を伝える写真 60 点を会場内の完走証発行所近くに展示した。参加者らはゴール後、スタート
前のセレモニーや走行風景、エイド風景などの写真展示に見入っていた。また、自分が映っている写真を

欲しがる人も複数いたため、特別に提供した。テストケースでの実施だったが、事前に告知をすれば購入
に繋がる可能性も高いということが分かった。

実施報告
出発式前(グスクロード公園)

玉城城跡前

ニライ橋・カナイ橋

出発式

C コース出発

仲村渠樋川

斎場御嶽

ゴール(ユインチホテル南城)

ウェルネスブース

事業総括（課題と今後の展望）
【観光資源の活用】琉球開びゃくの地として知られる南城市の史跡を含め沖縄本島南部と東海岸一帯の地
域資源を活用するため、今大会はサイクリングとウオーキングを組み合わせた。パワースポットブームに
乗り世界遺産・斎場御嶽は年間 36 万人が来場するほど人気スポットとなっているが、南城市はほかにも史
跡や聖地、名所が点在しており、ウオーキングで巡るウオーク部門を新設したことで参加者数は昨年の 400
人から今年は 1271 人（ウオーク部門は 740 人）と 3 倍に増え相乗効果を発揮した。

【家族で楽しく健康に】健康志向や家族志向のニーズをとられ、順位やタイムを気にしないサイクリング
とウオーキングを組み合わせ家族の参加を促した。自らの体力にあった種目を選択できるため、初心者で
も無理なく参加できるコースを設定。ウオーキングには親子づれやファミリーの参加が目立った。ゴール
後にサイクリング参加者と触れ合う光景が見られた。参加者アンケートの参加目的には「家族の絆・思い
出づくり」
「健康増進のため」
「南城市の史跡や景観を楽しみたい」などが多かった。

【県外誘客】県外集客目標を 100 人と設定しプロモーションや広報活動を展開したが県外参加は 55 人（達
成率は 55％）に止まった。県外へ周知を図るため首都圏のビック大会でのプロモーションのほかに県外地
方紙 8 紙、スポーツ紙１紙に記事を掲載、自転車雑誌 3 誌に全面広告を掲載したものの目標には到達しな
かった。旅行社と提携してツアー造成を試みたが南城市内の宿泊施設の収容数に限りがあり、部屋の確保
できなかったためツアー造成を断念。観光協会で宿泊案内等を実施したが問い合わせなどの反応が少なか
ったほか民泊の受け入れ体制も構築できず、県外誘客に課題が残った。そのため県内旅行社と連携して 2
月にモニターツアー（旅費の半額を負担）を造成し、首都圏でファンライド愛好者へ呼びかけた。20 人の
募集枠に対して 15 人が参加した。

【琉球の心と環境保全】
琉球の聖地巡礼の地南城市の歴史と精神文化を学ぶため前日のプログラムで「聖地南城のパワーと魅力」
と題した講演会を実施。約 60 人が聖地南城の魅力と聖地の環境保全の大切さを学んだ。事前学習で理解を
深めたことで自然への畏敬の念と琉球の歴史に思いを馳せながらサイクリングとウオーキングを楽しむこ
とができた。また、大会参加者には「マイ箸」
「マイボトル」の持参を呼びかけ、エイドステーションやふ
れあい交流パーティーでもリユース食器を活用した大会参加者へＥＣＯの実践と環境保全意識を高めた。

【経済効果】
メーン会場のユインチホテル南城に宿泊した大会参加者は 47 人。
運営スタッフ 18 人。
ほか民宿には 20 人、
運営スタッフ 10 人が宿泊した。あざまムーンライトテラスに 2 人が宿泊、合計で 97 人が南城市内で宿泊。

（今後の展望）
環境保全や地域資源を生かした観光誘客に取り組む南城市と連携して来年も開催したい。聖地巡礼、琉
球王朝ゆかりのパワースポットとして全国的な知名度が高まりつつある南城市をはじめ、南部と東海岸一
帯の魅力をサイクリングとウオーキングを組み合わせた参加型スポーツ大会の継続開催することで沖縄の
旅の楽しみ方を県内外へ発信する。
今後は旅行社とタイアップし県外誘客を強化し、コース通過市町村のホテルや民泊など受け入れ体制を
整備し、自転車道の利活用、地域特性を生かした観光プログラムの通年化につなげる大会に育てる。また、
大会を通じて行政、商工会、観光協会、地域住民が連携して大会を運営する仕組みづくりと観光客受け入
れの態勢の機運づくりを目指す。プロモーション活動を通じて全国的な知名度をアップさせ、地場産業の
振興にも貢献する大会としたい。
今後はウオーク部門を 2 日間のツーデーマーチへの格上げを検討し、全国のウオーカーの
誘客を図り、①琉球王朝の聖地を全国にアピール②全国のファンライド愛好者とウオーカーの誘客増を図
る③宿泊や市の特産品、グルメフェアの実施で経済波及効果を図る④環境にやさしい自転車とウオーキン
グで参加者の健康づくりの機会とする⑤大会を通じて通年型の滞在体験型観光につなげる−の目的を推進
したい。

