
様式１（主な取組） 環境共生型観光地づくり支援事業

実施計画
記載頁

172

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

→ 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

44,272 42,600
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成25年度実績

　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、環境共生型観光を推進し、沖縄観光の持続的発展を図る。
　具体的には、観光資源の保全及び活用計画の策定、人材育成、環境教育及び環境保
全活動等を支援する

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

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) ―

○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
観光地づくり
支援事業

　竹富町と久米島町にて木道整備を支援した。久
米島町ではビオトープ利用ルールの環境学習リー
フレットの作成を支援した。

活動指標名

環境保全施設整備数 ２件 ２件

①環境共生型観光の推進

環境共生型観光地づくり支援事業

順調

平成25年度取組の効果

　活動支援を2件から1件とし、施設整備2件を重点的に推進。その結果、施設整備と活動
支援の両面で環境負荷軽減を図る事業効果が高まり、目的を順調に推進している。
　活動支援1件では久米島ホタルの生息地が限られ、環境不可による生息数減と環境学
習機会損失の課題に対して、ビオトープ利用のパンプレット作成により、ビオトープ自体
への環境負荷軽減に加え、意識啓発により島内ほたる生息地への負荷軽減が図れた。

推進状況

実績値

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） 環境共生型観光地づくり支援事業

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

36,479
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）

1.5％
（25年度）

2.4%
（28年）

― ―

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）

（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26年度計画

次回来沖した際の、エコツアーへの参
加意向度

事業名 活動内容

環境共生型
観光地づくり
支援事業

　国頭村、名護市、宜野湾市、那覇市、石垣市、竹富町の保全
利用協定予定地へ、ルールや環境資源に関する周知看板の
整備支援を行う。

　市町村ヒアリングの中で、意識の高い地域へモデル的に支援することが、他地域を牽引することが期
待されたため、保全利用協定締結地域（予定地）へ支援を優先することで、事業効果の向上を図って
いる。

成果指標

―

・市町村における優先度を高めるため、保全利用協定予定地域への優先的な支援を進め、協定の効
果を周知し技術職員を含む組織体制の強化を促進する必要がある。

・保全利用協定予定地域への重点的な支援の効果をより高める必要があり、市町村に加え事業者と
の意見交換に取り組んでいる。

　環境を観光資源とし近年急速に観光客数が増加している西表島や久米島などの地域へ木道
等の環境負荷軽減施設、利用ルールに関するパンフレット作成などの支援が行われており、事
業全体としては順調に進んでいると判断できる。
　今後は環境部局との連携を高め、観光と環境が一体となった観光形態を沖縄観光のブランド
の一つとして形成する段階であると考えられる。

・協働する市町村の環境負荷軽減への優先度の低さから、ルール作りを促進する施設整備を担う技術
系職員不足など、組織的な問題がある。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組） エコリゾートアイランド沖縄形成事業

実施計画
記載頁

172

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

― ― ―

①環境共生型観光の推進

エコリゾートアイランド沖縄形成事業

大幅遅れ

平成25年度取組の効果

　平成24年度予算より、環境部環境政策課所管「観光施設等の総合的エコ化促進事業」
において、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が行う、
環境や観光産業への波及効果が高いと認められる総合的・複合的な環境対策に対し支
援を行っており、事業活動に伴う環境負荷の低減に寄与したものと考える。

推進状況

実績値

エコリゾート
アイランド沖
縄形成事業

　予算の効率的・効果的な執行を行う観点から、
平成24年度予算より環境部環境政策課所管「観
光施設等の総合的エコ化促進事業」（事業内容①
観光施設等の建物遮熱化②太陽光発電設備等シ
ステムの設置③電気自動者及び充電設備の導入
④環境への取り組みを行い、その結果を社会に
公表するための方法について、環境省が策定した
ガイドラインエコアクション21の取得など観光関連
事業者が行う、環境や観光産業への波及効果が
高いと認められる総合的・複合的な環境対策に対
して補助）へ統合。

活動指標名

エコアクション21登録件数 3件 1件

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) ―

○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

「主な取組」検証票

平成25年度実績

　沖縄県の観光資源の優位性を再認識し、これらの保全・育成に取り組む観光メニュー
の開発など、環境負荷の低減を図り、観光業界自らが当該取組を促進し、沖縄観光の新
しいブランド力の構築を図る。

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

主な取組

観光事業者が行う環境保全の取組への支援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） エコリゾートアイランド沖縄形成事業

（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

3件
（24年度）

1件
（25年度）

15件 △2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、外部環境など）

（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）

参考データ 沖縄県の現状

―

・事業者が、環境に配慮した取組事項をとりまとめた「おきなわグリーンガイド2012」を配布することによ
り、観光事業者を対象に周知を図りつつ、当該取組事項が実際に、環境保全の取組が実施されるよう
促進する必要がある。

・環境政策課所管「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すとともに、「おきなわ
グリーンガイド2012」を配布することにより、取組内容の周知を図りつつ、観光事業者が広く環境保全
に配慮した取組を促進する。

　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、H28目標値の15件は達成
できない見込みである。
　なお、現在、環境部環境政策課所管「観光施設等の総合的エコ化促進事業」において、補助
事業として採択された事業者に対し、文化観光スポーツ部にて作成した観光事業者が環境に配
慮した取組を促進するガイドブック「グリーンガイド2012」を配布しているところである。

・沖縄県内の観光事業者を対象としたアンケート調査によると、環境負荷低減の取組の必要性につい
て、多くの事業者が「必要である」と回答しており、県全体でどの業種においても一致した見解となって
いるが、しかしながら、実際に取り組むべきかどうかについては、「積極的に取り組むべき」と回答した
一方、「事業者が取り組むことは現実的には難しい」と回答したものも多く、見解が分かれる結果となっ
ている。

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

事業名 活動内容

エコリゾート
アイランド沖
縄形成事業

　予算の効率的・効果的な執行を行う観点から、平成24年度予
算より環境生活部環境政策課所管「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。

　「おきなわグリーンガイド２０１２」を配布することにより、取組内容の周知を図りつつ、環境政策課所
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、宿泊事業者等の観光事業者が広
く環境保全に配慮した取組を促進する。

成果指標

平成26年度計画



様式１（主な取組） エコツーリズム推進事業

実施計画
記載頁

165

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

11,367
(5,125)

8,773
（3,060）

県単等

①環境共生型観光の推進

エコツーリズム推進事業

順調

平成25年度取組の効果

　沖縄の重要な観光資源である自然環境の保全・活用を図るために必要なエコツーリズ
ムの推進において、WEB強化、コーディネーター育成研修会、世界自然遺産登録に向け
た研究大会の開催を通じてエコツーリズムの情報発信を支援できた。

推進状況

実績値

沖縄型ニュー
ツーリズム促
進形成事業
（エコツーリズ
ム推進事業）

　WEB強化による情報発信、地域（久米島町、名護
市）でのワークショップによる地域コーディネーター
の育成、エコツーリズム推進のための研究大会
（於；名護市）の開催、認証制度の基礎調査（2カ年
調査の1年目：沖縄本島所在事業者対象）等

活動指標名

情報発信支援数 3件 3件

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) ―

○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

「主な取組」検証票

平成25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。
　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、認証制度の基礎調査等
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

主な取組

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） エコツーリズム推進事業

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

9,702
(3,969)

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）

1.5％
（25年度）

2.4% ― ―

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）

（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）

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

・沖縄エコツーリズム推進協議会の体制強化と、エコツーリズム推進に対するインセンティブの創出が必要と考え
られ、世界自然遺産への登録及び登録による地域振興を共通の目標として課題解決に取り組む。

・エコツーリズム事業者や地域団体間の連携深化、観光客への情報発信強化を図るためのWEB内容改善が必要
である。

・地域との調和、安全対策、顧客対応などに関するエコツーリズム事業者の更なる学習の機会提供が必要であ
る。

・認証制度に対する意識調査について、宮古・八重山地域を含めた県内広範囲での状況確認が必要である。

・WEB掲載のエコツーリズム事業者等の活動内容を更新しやすくするとともに、観光客等一般ユーザーの検索性
を高める等、情報発信方法の改善を行う。

・世界自然遺産登録に向けたエコツーリズム事業者の意識醸成を趣旨とする研究大会、エコツーリズム推進体制
強化と地域の人材育成を図るため県内各圏域でのワークショップを開催する。

・認証制度への取り組みの中で、宮古・八重山地域を含めた県内各地域の現況調査、課題抽出を行い関係者の
意識向上へ向けたデータ整理を行う。

　現状で地域格差はあるものの、先進的な地域ではワークショップの実施によりコーディネーター育成等
は順調に行われており、世界自然遺産への登録を見据え全県的な展開へ進む段階であると考えられる。

・エコツーリズムサイトや市町村ごとの推進に対する体制について、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を、より広範囲に把握する必要がある。

次回来沖した際の、エコツアーへの参
加意向度

事業名 活動内容

沖縄型ニュー
ツーリズム促
進形成事業
（エコツーリズ
ム推進事業）

　WEB強化による情報発信、地域でのワークショップによる地域
コーディネーターの育成、エコツーリズム推進のための研究大
会の開催、認証制度の調査（2カ年調査の2年目：宮古・八重山
所在事業者対象）等

　認定制度の基礎調査を実施し制度構築への検討体制の構築に取り組むとともに、平成27年度以降の
事業スキームの再構築のため、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
意見交換を行っている。

成果指標

平成26年度計画



様式１（主な取組） 医療ツーリズム・プラットフォーム形成事業

実施計画
記載頁

165

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

42,875 37,969
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成25年度実績

　他地域の医療・ウェルネスツーリズム先進地域のプロモーション視察を行い、沖縄に適合した医
療ツーリズムのあり方を検証した。また、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、県内医療ツーリズムの促進に関する取り組みを行っている事業者
へ支援を行った。　また、基盤構築のための人材育成を行った。（医療通訳等）。

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

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

沖縄観光ブラ
ンド形成事業
（医療ツーリ
ズム・プラット
フォーム形成
事業）

　沖縄型医療ツーリズム等に関連したプロモーションな
どの企画案を募り、選定した上で助成した。
　医療関連語学講座等の開催により、医療ツーリズム
等の受入体制整備に向けた人材育成を行った。
　国内外で開催される医療ツーリズム・ウェルネスツー
リズム等の関連旅行博に出展し、他地域の医療・ウェ
ルネスプロモーションに関する先進地域の視察・検証を
行うとともに沖縄型医療ツーリズム等のＰＲを行った。

活動指標名

事業者支援件数 10件 5件

②沖縄独自の観光プログラムの創出

医療ツーリズム・プラットフォーム形成事業

順調

平成25年度取組の効果

　事業者支援について公募したところ、7件の応募があったが1件を不採択とし、また、1件が
途中で申請を取り下げたため、結果的に5件の支援にとどまった。追加公募も行ったが、実施
期間が短かったため、応募が無かった。しかし、実施した5件については、県内の医療ツーリ
ズム及びウェルネスツーリズムを促進する取組みを行っており、情報発信やコンテンツ開発
において今後一定の効果が出てくるものと推測される。また、昨年度、外国人受入体制整備
の観点から医療通訳派遣の手法検討を実施し、将来的に医療ツーリズムを拡大させる上で
必要な整備に向けた検討が図られた。

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

医療ツーリズムに係る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

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おこなうとともに、
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） 医療ツーリズム・プラットフォーム形成事業

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

36,495
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

―
2件
（25年）

5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、外部環境など）

（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26年度計画

―

事業名 活動内容

沖縄型ウェ
ルネスツー
リズム等推
進事業

　本県への観光客の誘客拡大を図るため、沖縄型ウェルネス
ツーリズム・医療ツーリズム等に関連した事業に先進的に取組
む県内企業・医療機関及び県内旅行社などに対して、プロモー
ション費、情報発信ツール作成費等の助成、人材育成等を行
う。

　ウェルネス分野にも範囲をひろげ、国内外旅行博においてのプロモーション活動、沖縄県の医療・
ウェルネスツーリズムに関する先進的な取り組みを行っている事業者へ助成支援を行った。
　外国人観光客受入に向けた観点から医療通訳派遣の手法検討を実施し、将来的に医療ツーリズム
を拡大させる上での必要な体制整備に向けた検討を行った。

成果指標

沖縄型ウェルネスツーリズム等のコン
テンツ開発数

・国内外からの誘客を図るため、「沖縄らしさ」を活かしたプロモーションを行う必要があるとともに、新
たな医療・ウェルネス観光コンテンツを増やすため継続して事業者支援を行う必要がある。

・将来的に外国人観光客にとって安心安全な観光地としてのブランド形成につながるよう、医療機関で
外国語対応ができる人材の育成及び医療通訳の派遣組織の構築について検討する必要がある。

・国内外からの誘客を図るため、「沖縄らしさ」を活かしたプロモーションを行う必要があるとともに、新
たな医療・ウェルネス観光コンテンツを増やすため継続して事業者支援を行う。

・従来、当事業で実施してきた医療通訳講座による人材育成は、他の観光人材育成関連事業を活用
することとし、当事業では海外からの検診や治療目的の旅行の促進及び外国人観光客の救急医療対
応も念頭においた、専門性の高い医療通訳の派遣や人材養成に特化して受入体制整備を進める。

　事業者が実施する取組みの側面的支援を行う中で、将来的に沖縄観光のメニューとして確立
できるようなコンテンツを開発していくという事業主旨に鑑み、「コンテンツ開発」数を成果目標と
して設定したが、プロモーション活動に係る取組みを行った事業者もあり、当初の目標を達成で
きなかった。

・沖縄型医療・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医療・ウェルネス観光
コンテンツが不足している。

・一般外国人観光客の救急医療にも対応できるような受入体制の構築を図っていくことが必要だが、
現時点で医療機関で外国語対応できる人材の不足及び医療通訳派遣を行う体制が未構築である。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組） エンターテイメント創出・観光メニュー開発等支援事業

実施計画
記載頁

172

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

299,722 274,788
一括交付
金

（ソフト）

②沖縄独自の観光プログラムの創出

エンターテイメント創出・観光メニュー開発等支援事業

順調

平成25年度取組の効果

　ボトム期（閑散期）における観光客の増大という比較的明確な要件で公募した結果、採
択された事業の内容について、目的に対して具体的な取組となっている。また、新たなＭ
ＩＣＥ観光客受入のためのチームビルディングメニューの開発や着地型観光メニューの開
発ができる人材の育成などが図られた。

推進状況

実績値

観光客受入
体制整備事
業（エンター
テイメント創
出・観光メ
ニュー開発
等支援事
業）

　平成25年度は、年間の観光客数の平準化を目
指して、沖縄観光の持続的・安定的な発展を図る
ため、観光客の少ない時期の冬期において、観光
客の誘客につながる取組や、新たなMICE観光客
受入のためのメニューの開発や人材育成の企画
を公募・選定し、民間事業者の離島への誘客事業
やMICEメニューの開発など自主的な取り組み21
件を支援した。

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
造成件数（単年）

12件 21件

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

「主な取組」検証票

平成25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

観光誘客につながるエンターテインメント企画への支援



様式１（主な取組） エンターテイメント創出・観光メニュー開発等支援事業

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

263,302
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

11件
（23年度）

56件
（累計）
（25年度）

60件
（累計）

45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、外部環境など）

（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）

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

・観光客来客数の少ない時期及びイベント閑散時期に実施する事業を採択し、支援をする必要があ
る。

・助成事業の内容について、観光客誘客及び観光客数の平準化につながるか、あるいは次年度以降
自主財源により実施可能かという視点を確認する必要がある。

・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。

・助成事業の内容について、観光客誘客及び観光客数の平準化につながること、また、助成終了後も
自走可能な体制作りや収支計画などの提出を求める。

　平成25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56件となり、改
善幅は45件となった。助成予算額が減少する一方、助成額が比較的小規模な事業が多く採択
されたことから、商品造成件数が21件と増加した。このため平成28年度の目標値を達成する見
込みである。

・来場者数、参加者数は多い一方、県外観光客は目標よりも少ない事業があり、県外観光客数を多く
誘客するために今後の検討が必要である。

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

エンターテイ
メント創出・
観光メ
ニュー開発
等支援事業

　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
出や新たな着地型観光メニューについて、民間企業等の自主
的な取り組みを促進するため、公募により有望なプロジェクトを
選定し集中的に支援する。（12件支援予定）

　平成25年度は、年間の観光客数の平準化を目指して、観光客数の落ち込むボトム期及びイベント閑
散時期の解消に係る取組や夜のエンターテイメントに関する事業提案を募集した。
　平成26年度も引き続き観光客数の平準化を目指すと共に、外国人観光客向けエンターテイメント及
び新たな観光メニュー開発等の企画の創出、離島観光振興に資する着地型観光メニュー開発等の企
画の創出、県内の２次交通（バス・タクシー）を活用した観光メニューの開発等の取組を募集する予定。

成果指標

平成26年度計画



様式１（主な取組） 沖縄感動体験プログラム実証事業

実施計画
記載頁

165

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

10,718 10,231 県単等

②沖縄独自の観光プログラムの創出

沖縄感動体験プログラム実証事業

順調

平成25年度取組の効果

県内市町村、観光関連団体へ調査を行い、モデル案を作成した。さらに、民間旅行会社
を対象とした説明会及び外部有識者等からなる検討委員会で出された意見を踏まえ、
「沖縄感動体験プログラム」を策定した。　本事業の実施により、観光閑散期における観
光客、市町村、観光関連団体等のニーズ等を把握するとともに、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（商品）のモデルが示された。

推進状況

実績値

沖縄感動産
業戦略構築
事業

　県内市町村、観光関連団体へ調査を行い、モデ
ル案を作成し、さらに民間旅行会社を対象とした
説明会及び外部有識者等からなる検討委員会で
出された意見を踏まえ、「沖縄感動体験プログラ
ム」を策定した。

活動指標名

プログラムの策定 1件 1件

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

「主な取組」検証票

平成25年度実績

　 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。

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

主な取組

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

調査・検討



様式１（主な取組） 沖縄感動体験プログラム実証事業

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

73,197
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

― ― ― ― ―

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）

（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）

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

・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、地域
の魅力的な資源を組み合わせ、観光ガイド及び受入人材を育成し、メニュー自体のコンテンツを磨き上
げる必要がある。

・「沖縄感動体験プログラム」の実証結果及び造成における手法等についてウェブページで広く周知
し、商品化への促進を図る必要がある。

・魅力的な観光メニュー（商品）の造成のため、地域ステークホルダー及び受入事業者・団体との十分
な調整及び連携を図る。さらに地域観光資源を持つ市町村、県各部課等とも連携図る。

・観光メニュー（商品）の造成のため「沖縄感動体験プログラム」モデルメニューの実証を行うが、結果
について十分な分析を行い課題の抽出、改善を行い商品化へつなげていく。
（例）沖縄感動体験　組踊ルーツツアー　他９件

　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、平成26年度から観光閑散期へ
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。

・平成25年（暦年）の入域観光客数は、8月のピーク期で初めて70万人を突破するなど、過去最高とな
る641万人となった。一方、年明けの１月や梅雨時期の6月などは40万人台と低調となっており、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。

―

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」に基づく、感動体験モデルの実証（10件）を行な
うとともに、沖縄観光閑散期のイメージ改善に向けた情報発信
を実施する。
（例）沖縄感動体験　組踊ルーツツアー　他９件

　観光閑散期への観光客を誘致する地域資源について、観光客、市町村、観光関連団体等へのアン
ケート・ヒアリング調査を通してニーズを把握することができた。また、日本旅行業協会（JATA）の意見
や、学識経験者、文化・観光・スポーツ分野の専門委員による討議を踏まえ「沖縄感動体験プログラ
ム」を策定した。

成果指標

平成26年度計画



様式１（主な取組） エデュケーショナルツーリズム推進事業

実施計画
記載頁

173

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

新商品造
成支援数
10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

34,607 32,274
一括交付
金

（ソフト）

②沖縄独自の観光プログラムの創出

エデュケーショナルツーリズム推進事業

順調

平成25年度取組の効果

　計画値（10件）通り、新商品造成支援数10件を達成できた。商品化支援及び相互交流
を行うことにより、教育分野における沖縄観光の魅力の多様化、高度化が図られた。

推進状況

実績値

― 7件

○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

沖縄観光ブラ
ンド形成事業
（エデュケー
ショナルツー
リズム推進事
業）

新たな教育旅行プログラムの商品化支援を公募
により実施（10件）
例）合同会社アスリード「琉星太鼓と奏でるプロの
技スターになれる感動体験プロジェクト！」
教育関係者との相互交流を公募により実施（7件：
沖縄発6件、海外発1件）

活動指標名

外国の教育旅行者との相互交流回数

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

新商品造成支援数 10件 10件

「主な取組」検証票

平成25年度実績

　教育分野における沖縄観光の魅力の多様化・高度化を図るため、新たな教育旅行プロ
グラムの商品化を支援するとともに、外国からの教育旅行の誘致に必要となる「学校交
流」を実現する環境を整備するため、国内外の学生、教育関係者が互いの地域を訪れる
相互交流活動を支援する。

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

「新・教育旅行」創出に係る商品造成
教育関係者の相互交流の機会提供



様式１（主な取組） エデュケーショナルツーリズム推進事業

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

30,174
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

― ― ― ― ―

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）

（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）

参考データ 沖縄県の現状

―

・商品化支援については、熟度の高い商品企画の応募を増加させるため、支援を希望する企業に対
し、申請前の時点から相談を受け、本事業の趣旨、支援スキーム等の理解を促進させるとともに、事
業計画のブラッシュアップ等をアドバイスできる体制の充実が必要である。

・相互交流については、沖縄の学校を受け入れた海外の学校への来沖の働きかけに加え、参加学校
の新規開拓を行うことを検討する。引き続き教育庁と連携して県内からの参加希望校を増やし、受入
体制を強化する。

・商品化支援については、前年度まで実施した助成事業から手法を変更し、商品化を目指す事業者
と、旅行会社等具体的に旅行商品を販売する事業者とをマッチングさせる取組を実施し、商品のブラッ
シュアップを支援する。

・相互交流支援については、海外からの教育旅行を受け入れる環境を早期に整えるため、交流可能学
校を可能な限り早期に増加させることが必要である。また、海外の関係機関に対して県の取組を報告
し、事業のさらなる周知を図り、新規で参加する学校を増やす。

　商品化支援については、申請前の時点から相談を受け、アドバイスする取組を実施した。
　相互交流支援については、基本的な交流ツール『外国の学校との学校交流実施マニュアル』
提供等、交流支援の向上を図った。

・商品化支援については、事業者がもつノウハウ・コンテンツについて、顧客のニーズや、売り手の視
点を意識した上でより訴求力のある商品づくりを行うことが今後の課題となる。

・相互交流については、海外からの観光客拡大につなげるため海外から沖縄へ来る学校数を増やす
ことが課題となる。

―

事業名 活動内容

エデュケー
ショナルツー
リズム推進
事業

　教育分野における沖縄観光の魅力の多様化・高度化を図る
ため、「新・教育旅行」の商品化支援及び教育関係者等の相互
交流支援を行う。

　商品化支援については、申請前の時点から相談を受け、アドバイスする取組を実施した。
　相互交流支援については、基本的な交流ツール『外国の学校との学校交流実施マニュアル』提供
等、交流支援の向上を図った。

成果指標

平成26年度計画



様式１（主な取組） 沖縄リゾートダイビング戦略モデル構築事業

実施計画
記載頁

173

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

5件
セミナー開
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

26,310 26,310
一括交付
金

（ソフト）

施策

主な取組

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

「主な取組」検証票

　経営者層向けのセミナーやガイドダイバーの人材育成等を行い、観光客受入体制の整
備強化を図るとともに、外国人ダイバーの受入体制の構築についての調査研究を行う。

3-(2)-ア 国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

5件 5件

計画値

年度別計画

事業名 活動内容

平成25年度実績

担当部課 文化観光スポーツ部　観光振興課

実績値

沖縄観光ブラン
ド形成事業（沖
縄リゾートダイ
ビング戦略モデ
ル推進事業）

　海外のダイビング先進地の視察及び調査を行
い、外国人観光客の受入体制について、本県にお
ける課題を明らかにするとともに、ダイビング事業
者に対するセミナー等を５回開催した。

活動指標名

セミナー開催件数

推進状況

②沖縄独自の観光プログラムの創出

沖縄リゾートダイビング戦略モデル構築事業

順調

平成25年度取組の効果

　海外のダイビング先進地の視察及び調査により、ＷＥＢサイトの拡充や観光関連機関
との連携、経営者やガイドダイバーの人材育成など本県における外国人観光客受入体
制の課題が明らかになった。また、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。

ガイドダイバー育成セミナーの実施



様式１（主な取組） 沖縄リゾートダイビング戦略モデル構築事業

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

49,354
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

― ― ― ― ―

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）

（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）

　海外からのダイビング客の満足度等実態調査を行い、外国
人観光客の受入体制について、本県における課題を明らかに
するとともに、ダイビング事業者に対するセミナー等を５回開催
する。
　世界レベルで開催されているダイビング博覧会を沖縄で開催
することにより、外国人ダイバーの更なる誘致を目的とする。

事業名 活動内容

沖縄リゾート
ダイビング戦
略モデル推進
事業

平成26年度計画

　平成25年度に、地域において会議を開催し、地域間の連携強化に努めた。
　平成25年度において実施した調査をもとに、国際ダイビング博覧会の開催、Webサイトの拡充、セミ
ナー開催、新たなビジネス戦略構築を行い、国内外からのダイビング客の誘客増加を意識した受入体
制の整備を進める。

―

・「世界水準のダイビングリゾート沖縄」に向けて、方向性及び課題、今後の取り組みについての協議
を更に促進させる必要がある。

・多くの県内ダイビング事業者が参画できるような受入体制の整備に取り組む必要がある。

・効果のあったガイドダイバー育成セミナーについて、受講者を増やしていく必要がある。

・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。

・平成25年度の調査報告をもとにビジネス戦略を構築し、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、国際イベントの開催など受入体制の整備を進める。

　先進地における受入体制の調査や、事業者への直接ヒアリング等及び観光統計調査等から
分析を行い、本県における課題を明らかにするとともに、経営者及びダイバーを対象とした人材
育成セミナー等を５回開催し、ダイバー受入に関する理解を深めるなど、一定の成果が上げら
れた。

・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
事業従業者である経営者及び従業員を対象としたセミナー等を実施し、事業者間で認識を共有するな
ど、連携強化を図る必要がある。

・ガイドダイバーに対して、海外よりも高いおもてなし文化とガイドスキルを向上させ、インバウンド受入
強化を図ることを目的としてセミナーを実施する。

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

成果指標



様式１（主な取組） 地域観光資源創出支援事業

実施計画
記載頁

166

１　取組の概要（Plan）

24 25 26 27 28 29～ 実施主体

　5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

47,004 38,288
一括交付
金

（ソフト）

②沖縄独自の観光プログラムの創出

地域観光資源創出支援事業

順調

平成25年度取組の効果

　予定どおり5件の採択事業数となり、計画どおり事業を執行することができた。採択され
た各事業は、事業実施者を対象としたワークショップ・講座受講による基礎的知識の習
得、アドバイザー支援、複数回のモニターツアー実施、取組に対する実施委員会でのア
ドバイス、地域によるプロジェクト会議の実施などPDCAを繰り返し、事業のブラッシュアッ
プを図ることで、より魅力的な観光メニューの造成に結びつき、地域観光の魅力向上に
つながった。

推進状況

実績値

地域観光資
源創出支援
事業

　市町村、観光協会、ＮＰＯといった地域が取り組
む新たな観光資源の創出及びこれらを活用した観
光メニュー造成事業を公募し、実施委員会による
審査の上、NPO法人美ら海振興会提案事業その
他４件に経費補助、アドバイザー派遣、事業実施
者を対象とした講座・ワークショップの支援を行っ
た。

活動指標名

観光資源創出に関する地域事業への支援件数 5件 5件

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

「主な取組」検証票

平成25年度実績

　多様化する観光客の観光ニーズに対応するため、地域が主体となった新たな観光資源
の創出事業等に対し支援を行い、地域における観光メニューの充実を図る。

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

主な取組

観光資源創出に関する地域事業への
支援



様式１（主な取組） 地域観光資源創出支援事業

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

49,939
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

5件
（24年）

5件
（25年）

― ― ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（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）

参考データ 沖縄県の現状・推移

地域資源を活用した新たな観光メ
ニューの開発件数

・本事業の効果の更なる向上を図るため、モデル事業実施者以外にも、地域が主体となった着地型観
光メニュー開発のノウハウを有した地域観光の担い手を育成し、組織体制の充実を図る必要がある。

・県内各地に、広く、地域が主体となった着地型観光推進を啓発すべく、県内自治体、地域観光協会職
員等を対象としたセミナー、人材育成プログラム（講座、ワークショップ）等を開催し、着地型観光メ
ニューの造成・流通販売ノウハウの蓄積を図る。

　順調に観光メニュー開発を行っており、地域が主体となった着地型観光の推進が見込まれ
る。

・旅行者ニーズを踏まえた、地域が主体となった着地型観光の推進を図る上で、本事業での支援団体
を含む県内各地域における着地型観光メニューの造成・流通販売ノウハウの蓄積が課題である。

―

事業名 活動内容

地域観光資
源創出支援
事業

　新たな観光資源創出事業を公募し、モデル事業として5事業程度採択する。
モデル事業に対し、事業経費の一部補助、アドバイザーの派遣、採択事業の
モニターツアーの実施、外部有識者等で構成する実施委員会での事業のブ
ラッシュアップを図る。また、事業実施者を対象とした人材育成プログラム（講
座・ワークショップ）を実施する。
　さらに、自治体、観光協会等職員を対象とした、地域の主体的な観光資源
創出への取り組みを啓発するセミナー、講座・ワークショップ等を開催する。

　選定したモデル事業に対し、事業実施に係る経費の一部補助、実施委員会での助言やアドバイザー
派遣等による事業のブラッシュアップ行った他、モデル事業実施者を対象とした講座・ワークショップの
実施により、事業内容の充実、着地型観光メニュー開発を担う人材育成や地域の組織強化を図った。
　また、事業内容を広く周知するための事業成果報告会、メニューの流通促進を図るための商談会を
開催した。
　併せて、新たな観光資源創出への取り組みを啓発するため、講演会形式のセミナーを２度開催した。

成果指標

平成26年度計画



様式１（主な取組） 地域観光の支援

実施計画
記載頁

166

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

→ 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

5,290 2,721 県単等

②沖縄独自の観光プログラムの創出

地域観光の支援

順調

平成25年度取組の効果

　離島観光振興会議は計画通り５回開催した。
　市町村意見交換会は、開催希望の市町村を募るなどした結果2件となった。
　また、年度当初に計27市町村に対し、地域課題や事業内容等のヒアリングを行った。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。

34件

推進状況

実績値

意見交換会開催件数

　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５回開催した。
　また計27市町村に対しヒアリングを行うとともに、希望
のあった２町村との意見交換会を開催した。
　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７人派遣した。

活動指標名

平成25年度実績

20件

計画値

事業名 活動内容

「主な取組」検証票

　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　観光振興課

3-(2)-ア

(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

年度別計画

国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

地域観光支
援事業

主な取組

取組内容

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） 地域観光の支援

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

4,397 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

19市町村
（H23年度）

24市町村
(H25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、外部環境など）

（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

―

事業名 活動内容

地域観光支
援事業

・離島観光振興会議、市町村との意見交換会の開催の他、各市町村を対象としたヒアリングを行い、県
と市町村との連携強化、円滑な情報交換を図る。

・観光まちづくりアドバイザー派遣の対象範囲に、一部事務組合、協議会、地域観光協会も含め、新た
な観光資源発掘や商品企画・開発、販売促進等、地域の観光まちづくりの活動促進を図る。

・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重要であり、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必要がある。

・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。

・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こ
とで、沖縄県全体としての魅力の向上を図る必要がある。

　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
ザーの派遣しを通じて、地元自治体と地域観光関連事業者等との連携といった、地域主体の観
光まちづくりに向けた体制が整いつつある。

　離島観光振興会議、市町村との意見交換会の開催の他、年度当初に計27市町村を対象に、地域課
題や事業内容等のヒアリングを行い、県と市町村との連携強化、情報共有を図った。
　観光まちづくりアドバイザー派遣の対象範囲に、一部事務組合、協議会、地域観光協会も含めた結
果、平成24年度の2市から、7団体（2町、5観光協会）に増え、地域の観光まちづくりの活動促進が図ら
れた。

成果指標

　離島観光振興会議や市町村等との意見交換会等を計３４回
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。
　また必要に応じて沖縄県観光推進本部の下に設置した５つの
幹事会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。
　市町村へ専門的な知識を持つ観光まちづくりアドバイザーを７
人派遣し、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。

平成26年度計画



様式１（主な取組） 戦略的MICE誘致促進事業

実施計画
記載頁

173

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

353,963 316,916
一括交付

金
（ソフト）

「主な取組」検証票

平成25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、以下の取組みを行う。
　①沖縄へのMICE開催を推進するため、「誘致・広報活動」に係る事業を実施する。
　②沖縄へのMICE開催を推進するため、「開催支援」に係る事業を実施する。
　③沖縄へのMICE開催を推進するため、「受入体制整備」に係る事業を実施する。
　④MICE誘致アクションプランや大型MICE施設の詳細機能等に係る調査検討を実施
　　 する。

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

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

戦略的MICE
誘致促進事
業

　国内外のMICE見本市・商談会参加（8件）及びセ
ミナー開催（海外：4件、国内：8都市）を通じて、誘
致・広報事業を実施した。
　沖縄県内で開催される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489
件実施した。
　一般県民に向けたMICEの普及・啓蒙のため、シ
ンポジウムを1回開催した。
　沖縄ＭＩＣＥ推進戦略を検討するとともに、大型
MICE施設整備と街づくりに向けた基本構想を策
定した。

活動指標名

MICE開催支援件数 100件 489件

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

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） 戦略的MICE誘致促進事業

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

301,790
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）

558件
89,831人
（25年度）

786件
136,195人
（28年）

72件
23,636人

2,337件
156,914人
（24年度）

傾向 全国の現状

― ― ― ― ―

状
況
説
明

平成26年度計画

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

　国内外から新たな需要を取り込むことで市場の拡大を図るた
め、MICEの誘致活動や開催地としての認知度向上を目的とし
て、見本市出展等による広報、シャトルバス運行支援及び空港
歓迎式開催等による支援、ＭＩＣＥ受入人材やユニークベニュー
の育成等による受入体制の整備を実施する。

　プロモーション訴求対象や媒体の取捨選択、支援対象要件の絞り込みを行った。また、年間における
各活動の実施時期を見直し、各活動の結果を連動させたことで、市場への継続的な情報発信を行うこ
とが出来た。
　単年度の予算措置によらない将来の開催を見据えた支援スキームを継続して検討中。

成果指標

―

　平成24年度と比べ、MICE開催件数は27件の増（531件→558件）、MICE参加者数は3,878人の
増（85,953人→89,831人）となった。本事業の取組みによって、平成28年度の目標は達成できる
見込みである。

参考データ 沖縄県の現状・推移

順調

平成25年度取組の効果

　見本市や商談会への出展及びセミナー開催による誘致・広報活動を通じて、MICE開催
地としての沖縄の認知度向上が図られた。
　シャトルバス運行支援や空港歓迎式開催等の支援を通じて、沖縄でのMICE開催件数
や参加者増大、参加者の満足度向上に繋げた。
　シンポジウム開催による受入体制整備を通じて、県民のMICEに対する理解度を高め、
MICE受入体制の改善へ向けた意識が醸成された。

推進状況



様式１（主な取組） 戦略的MICE誘致促進事業

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）

（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）

・常にMICE市場の動向を把握・分析するマーケティング活動が必要である。

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

・これまでの商談案件やキーパーソン情報をデータベース化し、誘致活動に活用していく。

・地域が連携してＭＩＣＥの誘致－受注－運営という一連のサービスを提供できる担い手を増やしてい
く。

・官民の枠を超えた県内MICE関係者の協働体制のあり方について検討していく。

・Ｉｎｃentive tour及びＣｏｎｖｅｎｔｉｏｎを重点的に、誘致におけるキーパーソン・中核企業・ターゲットにする
産業分野等を的確に把握してネットワークを構築する。

・沖縄の観光地としての魅力だけでなく、ＭＩＣＥ主催者の目的を達成させる要素を的確に情報発信す
る。

・スポーツや文化・芸能分野を含めMICEの開催ニーズは年々多種多様化してきており、今後も変化す
ることが推測される。

・県内業者や県民におけるMICE受入体制が整備されていない。



様式１（主な取組） 大型MICE受入環境整備事業

実施計画
記載頁

173

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

353,963 316,916
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成25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、沖縄への誘致を促進するため、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) ○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

　大型MICE施設についてさらに詳細な需要推計
等を実施し、有識者の意見を踏まえて基本構想を
策定した。

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

やや遅れ

平成25年度取組の効果

　整備費用の圧縮を図ることを目的に効率的な整備・運営手法を検討した。また、建設地
の選定に当たり、県内の要望等も踏まえ精査を行った。
　　これらの検討を加えることで、今後の整備方針の指針となる基本構想の策定を行っ
た。
　基本構想策定により沖縄の特性を活かしたMICEの誘致・開催を可能とする大型MICE
施設の整備に向け、新規MICE施設に想定される需要推計や施設整備や周辺の街づくり
の基本的方針等をとりまとめた。
　平成25年度有識者委員会で候補地市町村の街づくりに対する考え方を確認すべきと
のことで、建設地の選定がやや遅れている。

推進状況

実績値

実施設計 工事調査・検討 基本設計



様式１（主な取組） 大型MICE受入環境整備事業

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

30,903
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

486件
66,195人
（23年度）

557件
89,831人
（25年度）

786件
136,195人
（28年）

↗
2,337件
156,914人
（24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、外部環境など）

（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26年度計画

―

事業名 活動内容

大型MICE受
入環境整備
事業

　既存施設では対応できない大規模MICEの誘致を促進するた
め、基本構想を踏まえ、施設整備方式や整備条件等の調査を
行うため、「実施設計」は平成28年度となる。

　大型MICE施設についてさらに詳細な需要推計等を実施し、有識者の意見を踏まえて基本構想を策
定した。
　大型MICE施設については、展示会、コンサート等多様なイベントに対応できる展示場、企業の報奨
旅行のディナー等に対応可能な多目的ホール、学会開催時の分科会等に対応できる中小会議室を建
設する。

成果指標

・MICE開催件数
・MICE参加者数

・施設の規模や形態は第一の重要事項であるが、施設単体でなく、MICEエリアとして都市計画等の面
からも利便性や機能性を検討することが必要である。

・PPP等民間活用の導入可能性等の調査を行い、整備運営手法を決定する。

・建設地なる自治体との協働体制を構築するとともに、MICE施設整備民活導入可能性検討調査を委
託し、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詳細に検討していく。

　当初計画から3年遅れとなる平成32年度に大型MICE施設共用開始を目指す。
　平成24年度よりMICE開催件数は26件の増（531件→557件）、MICE参加者数は3,878人の増
（85,953人→89,831人）となった。
　大型MICE施設の供用開始により、開催件数約150件増、参加者数：約77万人増の見込みであ
る。

・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・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。

・県内業者や県民におけるMICE受入体制が整備されていない。

・大型MICE施設整備に向け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を図る。

・地域が一体となり周辺エリアでのホテル、商業施設の集積、交通渋滞の緩和策を講じる必要がある。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組） 沖縄コンベンションセンター管理運営事業

実施計画
記載頁

173

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

67,812 67,812 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

69,749 県単等

「主な取組」検証票

平成25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) ○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26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 ― 819,528名

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。

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

平成25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376件開催、計819,528名の方が本施設を利用した。（H24実績 催事件
数：382件、施設利用者数 897,304名）

推進状況

実績値

MICE誘致に向けた適正な施設の管理・運営



様式１（主な取組） 沖縄コンベンションセンター管理運営事業

（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)

558件
89,831人
(25年度)

786件
136,195人

72件
23,636人

―

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）

（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

　沖縄コンベンションセンターは供用開始から27年が経過しており、施設の老朽化が進んでる状況に
ある。今後、同施設の機能を維持していくためには、計画的に修繕を実施していく必要があることか
ら、沖縄コンベンションセンターの修繕計画の策定するための委託事業を実施した。

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。

・25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。

・次期指定管理者の選定にあたっては、指定管理期間を現状の３年から５年へ延長することを検討す
る。

　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、24年度の382件から6件減少し、376件となった。
　施設利用者は、24年度の897,304人から77,776人減少し、819,528人となった。

・建築から27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、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。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組） 万国津梁館管理運営事業

実施計画
記載頁

173

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

78,338 78,338 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

80,576 県単等

「主な取組」検証票

平成25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 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

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26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

万国津梁館利用者数 ― 19,627名

事業名 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。

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

平成25年度取組の効果

　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264件開催、計19,627名の方が本施設を利用した。（H24実績 催事
件数：209件、施設利用者数：17,533名）

推進状況

実績値

MICE誘致に向けた適正な施設の管理・運営



様式１（主な取組） 万国津梁館管理運営事業

（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)

558件
89,831人
(25年度)

786件
136,195人

72件
23,636人

―

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）

（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

　万国津梁館は供用開始から14年が経過しており、施設の老朽化が進んでる状況にある。今後、同館
の機能を維持していくためには、計画的に修繕を実施していく必要があることから、万国津梁館の修繕
計画の策定するための委託事業を実施した。

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。

・25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。

・次期指定管理者の選定にあたっては、指定管理期間を現状の３年から５年へ延長することを検討す
る。

　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、24年度の209件から55件増加し、264件となった。
　施設利用者は、24年度の17,533人から2,094人増加し、19,627人となった。

・建築から14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。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組） スポーツ・ツーリズム戦略推進事業

実施計画
記載頁

173

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

147,426 113,755
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

68,159
一括交付
金

（ソフト）

「主な取組」検証票

平成25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

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26年度計画

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
ル事業を選定し、計画値6事業に対し10事業に
支援を行った。なお、新規イベントについて
はイベント立ち上げ時にかかる費用の負担軽
減のために高率補助を行うなどの改善を図っ
た。

活動指標名

スポーツ・ツーリズムモデル事業数 6事業 10事業

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５件程度選定し支援
を行う。
　また、市町村及び関係団体を対象にイベント支援した事
業者による、課題や効果等の取組事例発表を行う。

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

平成25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れるよう、支援枠を設
定して、スポーツイベントの支援を行ったことにより、県害集客人数が支援イベ
ント合計で２千人を超えるなどの一定の効果が得られた。
　また、市町村及びスポーツ団体等を対象にセミナー等を２回開催しスポーツ
ツーリズムの意識啓発を行った。

推進状況

実績値

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） スポーツ・ツーリズム戦略推進事業

（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）

578件
64,751人
（25年）

510件
82,600人

118件
△10,305人

―

228件
6,542人
（22年）

326件
13,289人
（25年）

250件
7,200人

98件
6,747人

―

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）

（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）

スポーツキャンプ合宿の実施件数、県
外・海外参加者数

　新規イベント高率補助を行ったことにより、イベント立ち上げ時の負担を軽減した。
市町村及び関係団体を対象にイベント支援した事業者による、課題や効果等の取組事例発表を
行い、定着化に向けた取組を促進する。
　モデル事業の募集にあたっては、観光の閑散期における県外・海外からの誘客が見込まれ、
補助終了後の事業の継続性・発展性が見込まれるスポーツイベントであることを広く広報し、
成功事例となるイベントの募集に努めた。
　既存スポーツイベントの拡充を図ることで県外参加者等の誘客を促進するため、高率補助と
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

―

・新規スポーツイベントの立ち上げを支援するとともに、支援した事業の定着化をスポーツ・
ツーリズムに対する理解を深めるとともに、受入体制を一層高める。

・イベント開催にあたっての地域の理解を得るためにも、セミナー等において関係市町村等に
スポーツ・ツーリズムの効果を伝え、理解を深めることが必要である。

・市町村及び関係団体を対象にイベント支援した事業者による、課題や効果等の取組事例発表
を行い、定着化に向けた取組を促進する。

・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。

　スポーツコンベンションの開催件数は、25年度578件で、28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、、25年
度は64,751人と減少しているが、23年度～25年度は順調に増加している。28年度目標値達成
見込みについては、スポーツコンベンションの開催件数、県外・海外参加者数ともに増加傾向に
あるため、達成が見込まれる。
　スポーツキャンプ合宿の実施件数は326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13,289人となり、増加傾向にある。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、昨今のマラソンブーム等の影響により増加することが見込まれ
る。現状では、H28年度の目標値を上回っている。

・スポーツイベント開催に当たって、各種競技団体や関係市町村との連携は、イベントの定着
化を図るうえで重要である。

・スポーツ対象者にとって、沖縄で開催するイベントの魅力をいかに構築できるか留意する必
要がある。

参考データ 沖縄県の現状・推移



様式１（主な取組） スポーツ観光誘客促進事業

実施計画
記載頁

174

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

202,426 200,367
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

130,734
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

スポーツ観光誘客促進事業

順調

平成25年度取組の効果

　沖縄のスポーツ環境をＰＲするためにプロモーションツールを作成（ロゴ、ポスター、ＤＶ
Ｄ、チラシ等）し、見本市等により、県外・海外で出展等を行い、本県のスポーツ環境ＰＲ
に一定程度寄与できた。プロモーション回数については、計画値の18件を下回ったもの
の、雑誌やＷＥＢ等の様々な広告媒体を活用して実施したため、概ね当該事業の目的で
ある沖縄のスポーツ環境ＰＲは達成できた。

推進状況

活動内容

平成25年度実績

担当部課

事業名 活動内容

スポーツ観
光誘客促進
事業

　プロモーションツールの作成（ポスター、チラシ等）、見本市等
でのプロモーション18件

平成26年度計画

スポーツ観
光誘客促進
事業

　沖縄のスポーツ環境をＰＲするために、プロモー
ションツールの作成（ロゴ、ポスター、ＤＶＤ、チラシ
等）、見本市等でのプロモーションを15件実施し
た。

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

実績値

対応する
主な課題

「主な取組」検証票

　県外・海外などの観光客を戦略的に誘致するため、マラソン、サイクリングイベント等な
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。出展件数18件

18件 15件

計画値

年度別計画

事業名

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

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。

スポーツ観光のプロモーション



様式１（主な取組） スポーツ観光誘客促進事業

（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）

578件
64,751人
（25年）

510件
82,600人

118件
△10,305人

―

228件
6,542人
（22年）

326件
13,289人
（25年）

250件
7,200人

98件
6,747人

―

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）

（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）

スポーツキャンプ合宿の実施件数、県
外・海外参加者数

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

成果指標

　平成25年度で作成したプロモーションツールを積極的に活用し、より県外・海外への見本市等を活用
し、県内のプロスポーツの公式戦を活用するなど、より一層の多角的にプロモーション展開しスポーツ
アイランド沖縄として認知度向上を図り誘客促進に努める。

―

・これまで行ってきた、見本市の出展に加えて、冬でも温暖である本県の特性を生かしたプロモーショ
ンや県内のプロスポーツチームを活用するなどプロモーションする場を幅広く展開することで、スポーツ
に起因した誘客を促進する必要がある。

・今後は、本県の温暖的な優位性を積極的にＰＲするとともに、ｂｊリーグの琉球ゴールデンキングス、Ｊ
３リーグのＦＣ琉球、ハンドボールの琉球コラソンなど、県内のプロチーム等の知名度を活かし、各チー
ムの県外で開催される公式戦を活用したプロモーションを図り、沖縄のスポーツアイランド沖縄の認知
度向上に努める。

　スポーツコンベンションの開催件数は、25年度578件で、28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、、25年
度は64,751人と減少しているが、23年度～25年度は順調に増加している。28年度目標値達成見
込みについては、スポーツコンベンションの開催件数、県外・海外参加者数ともに増加傾向にあ
るため、達成が見込まれる。
　スポーツキャンプ合宿の実施件数は326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13,289人となり、増加傾向にある。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、昨今のマラソンブーム等の影響により増加することが見込まれ
る。現状では、H28年度の目標値を上回っている。

・スポーツの見本市等における出展などのスポーツ環境プロモーションを通したスポーツアイランド沖
縄ＰＲは、一定程度の効果はあったが、アンケート調査等により、沖縄のスポーツについて、夏に行う
マリンスポーツのイメージが強いため、冬場でのサイクルイベントの実施状況など、県内のスポーツ環
境の認知度向上を図るためのプロモーションは今後とも重要である。



様式１（主な取組） スポーツアイランド受入支援事業

実施計画
記載頁

174

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

23,600 15,487
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

スポーツアイランド受入支援事業

順調

平成25年度取組の効果

活動指標名 計画値 実績値

モデル事業数

合宿誘致

　スポーツコミッション沖縄（仮称）はスポーツキャンプ合宿を誘致・受入を推
進するために設置するものであるが、平成27年度本格稼働に向けてOCVB内に準備
事務局を設置し、県外からのスポーツキャンプ合宿等の問い合わせ等に対して、
施設の案内や宿泊場所の照会などきめ細かな対応が図られた。

推進状況

合宿誘致

５件

年度別計画

スポーツ
ツーリズム
アイランド受
入支援事業

　平成27年度に本格稼働予定のスポーツコミッ
ション沖縄（仮称）のあり方について、市町村や関
係機関と意見交換するとともに、外部有識者から
意見を集約するために委員会を開催した。
 　県外からのスポーツ合宿やイベント開催の問い
合わせに対して、市町村と連携を図りながら受入
支援を実施した。

１０件

高校生、大学生等のスポーツキャンプ合宿誘致

「主な取組」検証票

平成25年度実績

　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の窓口とし
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。

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

○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

施策展開

施策

(施策の小項目)

事業名 活動内容

取組内容

主な取組

ワンストップ化
に向けての調
査・研究

モデル事業数
5事業

スポーツキャンプ・イベント等の受入モデル事業

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



様式１（主な取組） スポーツアイランド受入支援事業

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

48,898
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）

282件
8,213人
（24年）

250件
7,200人

54件
1,671人

―

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）

（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27年4月のスポーツコミッション沖縄（仮称）は、スポーツキャンプ合宿を誘致・受入を推進するた
めに設置するものであるが、県内市町村や競技団体等の受入ニーズを的確に把握しつつ、県外から
のスポーツ合宿やイベント開催問い合わせに対して、施設のスムーズな手配、宿泊施設の紹介などの
きめ細かな対応ができるように、関係機関との本格稼働を見据えた事業展開を図る。

・平成25年度に設置した、スポーツコミッション沖縄（仮称）設立準備事務局により、ワンストップ窓口と
して、沖縄観光コンベンションビューローや沖縄県体育協会等の関連団体との連携を図り、県内市町
村や競技団体に対して、ヒアリング実施するなどして、受入ニーズを的確に把握に努め、県内外のス
ポーツ団体にスポーツ環境の状況を周知するなどしてとっての利便性も高め、県内市町村の成功事例
をつくるなどして、スポーツコンベンションの誘致及びスポーツツーリズムの競争力を強化する。

　スポーツキャンプ合宿の実施件数、県外海外参加者数は順調に推移しており、H28は目標を
既に達成している状況である。
　（平成22年度：県外・海外参加者6,542人→平成24年度：県外・海外参加者8,213人、沖縄県ス
ポーツコンベション振興協議会調べ）

・観光客のリピート率は78.2％と高い水準となっているため、本県への誘客の拡充を図るためには新規
の誘客が必要である。新規の誘客を得る手段として、未開拓であるアマチュアスポーツのキャンプ・合
宿等やスポーツコンベンションの誘致によるスポーツが持つ集客効果が期待できるが、効果的に誘致・
受入を行う組織体制については、整備中である。

・ワンストップ窓口が効率的に図られるよう、関係機関との連携を密にする必要がある。

参考データ 沖縄県の現状・推移

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

―

　沖縄観光コンベンションビューロー内に、スポーツイベ
ントや、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の窓口を設置し、受入体制の整備を
図っていく。

　平成25年度に、（一財）沖縄観光コンベンションビューローに３人を配置して、県内の市町
村や関係団体と連携を図りながら、スポーツコミッション沖縄（仮称）の準備事務局が設置さ
れたところであるが、今後は県内市町村や競技団体等の受入ニーズを的確に把握しつつ、県外
からのスポーツ合宿やイベント開催問い合わせに対して、ワンストップの機能を果たすため
に、県外・海外に周知を図る必要がある。

活動内容

スポーツア
イランド受入
支援事業

成果指標

平成26年度計画



様式１（主な取組） スポーツコンベンション誘致事業

実施計画
記載頁

174

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

4,056 4,056 県単等

③スポーツコンベンションやMICEの推進

スポーツコンベンション誘致事業

順調

平成25年度取組の効果

　観光庁スポーツ観光推進室長らを招聘し、オールジャパンでのスポーツ振興において沖
縄におけるスポーツ環境の優位性や事業の取り組みをPRしてもらうべく視察いただいた。
また、サイクリングやマラソンのリーフレット、プロ野球キャンプのWebサイトやガイドブック
等の情報発信ツールの作成等の沖縄のスポーツコンベンション環境の県外への広報や、
プロ野球チームを活用した沖縄観光PR、第68回九州陸上競技選手権大会におけるプロ
モーション支援、ＮＩＶＥＡ ＭＥＮ ＣＵＰ草野球親善試合開催に伴う歓迎セレモニー等のス
ポーツコンベンション開催者や参加者へ歓迎策を実施することにより、本県の良好なス
ポーツコンベンション環境を広くＰＲすることができた。広報・誘致活動は計画値7件に対
し、実績値7件と100%の達成率となった。

推進状況

実績値

スポーツコン
ベンション振
興対策事業
委託

　スポーツコンベンション主催者や、その他関係団
体等との連携を強化し、参加者やスポーツ愛好家
の視点からみた効果的なスポーツコンベンション
への参加を促すPRとして、サイクリングやマラソン
のリーフレット、プロ野球キャンプのWebサイトやガ
イドブック等の情報発信ツールを作成した。球団を
活用した沖縄観光PR、第68回九州陸上競技選手
権大会におけるプロモーション支援、ＮＩＶＥＡ ＭＥ
Ｎ ＣＵＰ草野球親善試合開催に伴う歓迎セレモ
ニー等のスポーツ歓迎支援策を行った。

活動指標名

沖縄のスポーツコンベンション環境の県外への広
報・誘致活動

7件 7件

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

「主な取組」検証票

平成25年度実績

　国内外からのスポーツコンベンションの誘致を図るため、情報の発信や、キーパーソン
招聘、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

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） スポーツコンベンション誘致事業

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

4,172 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

66,739人
（22年）

76,373人
（24年）

77,000人
（28年）

9,634人 ―

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）

（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）

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

・沖縄へのスポーツコンベンション誘致の可能性のあるスポーツ関係者を招聘する。

・当事業実施にあたり、スポーツコンベンションの受入や歓迎・支援を行う市町村との連携はあるが、他
の関係団体等との連携が少なく、県内スポーツコンベンション参加者や県内の各スポーツ実施者・ス
ポーツ愛好家の視点からみた取り組みが必要。広報の方法については、より効果的な手法であるよう、
種目を絞ったPRを行う。

・沖縄へのスポーツコンベンション誘致の可能性のあるスポーツ関係者を招聘する。

・他の都道府県とは異なる沖縄県の優位性を各種スポーツごとに整理し、ポイントを絞ったPRを行う。
サイクリング、マラソン等の重点種目を中心にPRを行う。

　スポーツコンベンションの内、スポーツイベントへの県内からの参加者が増えてきており、H28
目標値を達成する見込みである。
　（平成22年度：県内参加者58,914人→平成24年度：県内参加者66,360人、沖縄県スポーツコン
ベンション振興協議会調べ）

・沖縄へのスポーツコンベンション誘致の可能性のあるスポーツ関係者の招聘した。

・プロ野球キャンプの誘致にあたっては、他の都道府県との間で競争が激しくなっている。キャンプ観光
プロモーション等に係るイメージ・情報発信の統一のための球団、県、市町村との連携が不十分であ
る。

スポーツ・コンベンションの県内参加者
数

事業名 活動内容

スポーツコン
ベンション振
興対策事業
委託

　沖縄へのスポーツコンベンション誘致の可能性のあるスポー
ツ関係者の招聘や、Webサイトや専門誌等を活用した沖縄のス
ポーツコンベンション環境の広報ツールの作成や、県内で実施
されるスポーツコンベンションに対する歓迎支援策を実施する。

　沖縄へのスポーツコンベンション誘致の可能性のあるスポーツ関係者の招聘した。
　広報ツールの作成については、より誘致・誘客効果が高くなってきているサイクリングやマラソン等に
重点を置いた。
　スポーツコンベンション主催者や、その他関係団体等との連携を強化し、参加者やスポーツ愛好家の
視点からみた効果的なスポーツコンベンションへの参加を促すPRを行った。

成果指標

平成26年度計画



様式１（主な取組） スポーツキャンプ訪問観光促進事業

実施計画
記載頁

174

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

61,000 61,000
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

51,345
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

スポーツキャンプ訪問観光促進事業

順調

平成25年度取組の効果

　キャンプ地来訪へのＰＲ活動、広報・宣伝、情報Ｗebサイトの設置、情報発信拠点の設
置等を行いスポーツキャンプを目的とした新たな観光誘客に寄与した。市町村との共同
ブースの出展により情報の共有が図られ、キャンプ来訪者に様々な情報を提供すること
ができた。

推進状況

実績値

事業名 活動内容

スポーツ
キャンプ訪
問観光促進
事業委託

　スポーツキャンプを活用した、新規誘客、地域活性化、スポー
ツキャンプ地沖縄の認知度向上を図るためのプロモーションを
行う。

平成26年度計画

スポーツ
キャンプ訪
問観光促進
事業委託

　関係機関との連携・協力を更に強化したうえで、
情報発信Ｗｅｂサイトの設置、プロ野球球団と連携
したツアーの開発、プロ野球キャンプ会場におけ
る市町村との共同ブースの設置等を行った。

活動指標名

― ― ―

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

「主な取組」検証票

平成25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、スポーツキャンプ関係旅行商品の開発や、情報の
発信、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

スポーツキャンプ訪問観光促進へ
の取り組み



様式１（主な取組） スポーツキャンプ訪問観光促進事業

（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）

326件
13,289人
（25年）

250件
7,200人
（28年）

98件
6,747人

―

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）

（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）

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

・スポーツキャンプを活用した新規誘客のためには、キャンプ地やキャンプ実施球団との連携が不可欠
であるが、キャンプ実施団体、県、市町村、三者の連携が不十分である。スポーツキャンプ実施団体、
受入市町村とのネットワークを強化するため、スポーツコンベション振興協議会等とのキャンプ観光に
係る推進体制、情報共有を強化する。

・事業実施前に各市町村、スポーツキャンプ実施団体との意見交換等を実施し、スポーツキャンプを活
用した新規誘客や地域活性の取り組みについての認識、課題等を共有する。

　スポーツキャンプ合宿の実施件数は326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13,289人となり、増加傾向にある。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、昨今のマラソンブーム等の影響により増加することが見込まれ
る。現状では、H28年度の目標値を上回っている。

・近年、スポーツキャンプについては、キャンプ地の誘致競争が激化しており、今後スポーツキャンプ集
積地ならではの取り組みが必要である。キャンプ観光プロモーション等に係るイメージ・情報発信の統
一のための球団、県、市町村との連携が不十分である。

スポーツキャンプ合宿の実施件数、県
外・海外参加者数

　関係機関との連携・協力を強化したことで、受入市町村、スポーツキャンプ実施団体、野球関係企業
等との共同の取り組みを実施することができ、キャンプ期間中の魅力的な旅行商品や、コンテンツを開
発することができた。

成果指標



様式１（主な取組） 離島等スポーツ交流活性化事業

実施計画
記載頁

174

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

47,800 46,909
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

39,906
一括交付金
（ソフト）

「主な取組」検証票

平成25年度実績

　離島等におけるスポーツへの関心や取組を喚起し、離島住民のスポーツツーリズムへ
の理解を深めるとともに、受入体制の整備と沖縄県全域でのスポーツアイランド沖縄の
実現に貢献することを目的に、スポーツコンベションに触れる機会の少ない小規模離島
を中心として、県内のトップアスリートを活用したスポーツ教室・交流を開催する。

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、コンベンション誘致事業

○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

　より多くの離島でのスポーツ教室が行えるよう事
業開始時期を早めたうえで、サッカー、バスケット
ボール、陸上競技など、離島におけるスポーツ教
室・交流を18離島（鳩間島、来間島など）で実施し
た。

平成26年度計画

離島等ス
ポーツ交流
活性事業委
託

活動指標名

離島におけるスポーツ教室・交流の開催 18離島 18離島

　普段スポーツコンベションに触れる機会の少ない小規模離島（鳩間島、来間島など）を
主な対象として、鳩間島に大見謝恒章氏を招き、24人とバドミントンをするスポーツ教室・
交流等を行うことにより、スポーツに触れる機会（見る、参加する）を創出した。計画値÷
実績値が100％であるため、順調と判断した。

事業名 活動内容

離島等ス
ポーツ交流
活性化事業
委託

　小規模離島を主な対象として、沖縄の有するトップアスリート
などのスポーツ資源を活用したスポーツ教室の開催や本島や
県外の児童・生徒とのスポーツ交流等を行う。計画値は23離
島。

③スポーツコンベンションやMICEの推進

離島等スポーツ交流活性化事業

順調

平成25年度取組の効果推進状況

実績値

スポーツ教室、スポーツ交流の実施



様式１（主な取組） 離島等スポーツ交流活性化事業

（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）

（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）

　児童・生徒だけでなく、離島のスポーツ関係者を対象に講習を行うなど、より効果的な実施に努め
た。
　より多くの離島でのスポーツ教室が行えるよう事業開始時期を早めた。また、受託事業者間で、実施
する場所が重ならないよう、調整を行った。

成果指標

―

・今後は、教育委員会や学校、競技団体以外の関係者も、積極的に参加を促す取り組みが必要。

・各離島の団体等が主体的にスポーツコンベションの企画・運営を行うことが継続的な開催の観点から
は望ましい。そのためには、県内のトップアスリートを抱えるスポーツチームや団体等と各離島とのネッ
トワークの強化や、当事業の目的・趣旨に対する理解を促していく必要がある。

・平成26年度は、離島関係者とスポーツチーム・団体等とのネットワークの強化を促す。

・事業の継続性等に向けての検討を行う。

―

・離島でのスポーツ教室や交流の受入れについては、教育委員会や学校、競技団体との協力体制が
不可欠であり、その体制を築くには、今後も継続的な取り組みが必要である。

参考データ 沖縄県の現状・推移

―



様式１（主な取組） 芝人養成事業

実施計画
記載頁

174

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
箇所 Ⅰ期：5人

Ⅱ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

70,000 69,952
一括交付
金

（ソフト）

順調

　研修生の芝生管理の技術・知識の習得（芝生管理の基礎的な技術・知識とウインター
オーバーシード技術の習得）
　芝生管理技術の必要性・重要性の認知（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）
グラウンド芝生環境の向上により、平成25年度のサッカーキャンプ誘致件数が過去最高
の14件となった。

「主な取組」検証票

平成25年度実績

　現在、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

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（2
箇所）並びに13箇所の巡回支援を行った。

活動指標名

2箇所

専門的芝生管理技術を有する人材の育成

グラウンド管理モデル事業 2箇所

5人 5人

計画値

芝人養成事
業

③スポーツコンベンションやMICEの推進

芝人養成事業

推進状況 平成25年度取組の効果

実績値

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） 芝人養成事業

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

40,994
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チーム
（23年)

9チーム
（24年)

14チーム
（25年)

↗ ―

状
況
説
明

３　取組の検証（Check）

（１）推進上の留意点（内部要因、外部環境など）

（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）

・就職想定団体等との積極的な意見交換が必要である。

・クラブチーム等の視察時に、県内芝生環境を積極的にPRする必要がある。

・サッカーキャンプによる地域活性化と経済波及効果に対する市町村や地域住民への理解度向上が
必要である。

・平成26年度でモデル事業は終了するが、人材の活用を図るため就職想定団体等との意見交換を行
い、Ⅱ期生の就職支援に取組む。

・事業終了後は芝生環境の維持に努めるよう市町村が取組むため、芝人を活用していく必要がある。

平成26年度計画

成果指標

事業名 活動内容

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
を実施する。
　市町村の所管するグラウンドを研修の場として、モデル管理並びに
巡回支援を行うことにより、地域スポーツの環境充実を図る。

　芝人養成事業におけるⅠ期生の研修後の就職を目指して、研修生による巡回支援事業や管理技術
等講習会での就職想定団体等への積極的なPR活動や意見交換を行った。
　サッカーキャンプ誘致等事業と連携したグラウンドの芝生状態や管理スケジュール等の情報を提供
するとともに、３回の意見交換会を開催し、受入市町村、関係団体、県内関連事業者等との情報共有
が図れた。
　市町村担当者ならびに関連事業者を対象にした管理技術等講習会を開催して、芝生管理技術等の
底辺拡大を図ることができた。

参考データ

県内サッカーキャンプの実施チーム数

沖縄県の現状・推移

　事業2年目となり、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24年度実績の9チームを大き
く上回る、14チームのキャンプが実施できた。

・芝人養成事業において、育成した人材の活用を図るため、研修2年目となるⅡ期生の就職支援や
サッカーキャンプ誘致事業と連携した取組、市町村施設管理者及び芝生管理を行う県内関連事業者
等との情報交換や管理技術等講習会の開催が、引き続き必要である。

・芝生環境の向上に伴いサッカーキャンプ誘致件数が増えているなか、市町村における芝生管理の
ニーズが高まっており、芝人が技術を活かせる就職を支援する必要がある。

―
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実施計画
記載頁

174

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

3,944 2,527 県単等

（２）今年度の活動計画 （単位：千円）

当初予算 主な財源

17,427 県単等

③スポーツコンベンションやMICEの推進

統合リゾート検討事業

順調

平成25年度取組の効果

(施策の小項目) ○統合リゾートの検討

○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

平成26年度計画

統合リゾート
検討事業

　統合リゾートに関する法案が国会に提出されたことで法制化に向けた動きが進む中、
引き続き法案の動向や海外事例等の情報収集を行い、導入の前提となる県民コンセン
サスの形成に向け、基本構想の策定に向けた基礎資料（経済波及効果やギャンブル依
存問題への対応等の実例）の作成や、県民やマスコミに対する情報提供等、時機を踏ま
えた取組を実施できた。

推進状況

事業名 活動内容

取組内容

　導入の前提となる県民コンセンサスを得る際に、県民がその
是非を判断するための材料となる基本構想を策定するととも
に、海外事例を含む統合リゾートに関する情報を収集し、シン
ポジウムの開催や、広報誌等の媒体を利用することで県民に
提供する。

事業名 活動内容

統合リゾート
検討事業

「主な取組」検証票

平成25年度実績

　沖縄観光ブランドの形成に向け、新たな付加価値となる可能性を有する統合リゾートの
導入に向けた調査・検討を行うとともに、県民への広報や周知等を実施する。

担当部課 文化観光スポーツ部　観光政策課

3-(2)-ア

　国における法制化の動向や他自治体の誘致に
向けた動き及び海外の先進事例について、聞き
取り等による情報収集を行った。また、県民やマ
スコミ等からの照会に対面、電話等により情報を
提供した。

活動指標名

国際的な沖縄観光ブランドの確立施策展開

施策

実績値

― ―統合リゾートの導入に向けた調査・検討

主な取組

計画値

年度別計画

県民への広報や周知等の実施

統合リゾートの導入に向けた調査・検討



様式１（主な取組） 統合リゾート検討事業

（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）

（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）

―

参考データ 沖縄県の現状・推移

―

・県民コンセンサスの形成に向け、県民が導入の是非を判断するための材料を提供することを目的
に、国の法制化の動きを踏まえつつ、沖縄における統合リゾートの基本的な姿を描く基本構想を策定
し、シンポジウムや広報誌等の媒体を利用して、広く県民に情報提供する。

・推進法案の成立等、法制化の動きを踏まえつつ、有識者による検討を経た上で沖縄に統合リゾート
を導入する場合のコンセプト、機能、懸念事項への対策等を含む基本構想を策定し、シンポジウムや
広報誌等の媒体を利用して広く県民に公表することで、統合リゾートの導入に関する県民議論を深
め、県民コンセンサスの形成につなげていく。

　特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案が国会に提出されたことで法制化に向
けた動きが進む中、基本構想の策定に向けた基礎資料（経済波及効果やギャンブル依存問題
への対応等の実例）の作成や、県民やマスコミからの照会への対応（情報提供）等、時機を踏ま
えた取組を実施した。

・統合リゾートの導入には、刑法の賭博罪が成立しうるとされるカジノの合法化が前提となる。超党派
の国会議員連盟を中心に、カジノを合法化し、統合リゾートを導入するための法律の制定に向けた検
討が進められてきており、平成25年12月5日に、関連法案が国会に提出された。

・統合リゾートについては、さまざまな意見があることから、導入にあたっては、県民のコンセンサスを
前提としている。

　平成26年度は、引き続き情報収集及びシンポジウムや各種メディアを通じた県民への情報提供を
行っていくとともに、法制化の動向を注視しつつ、統合リゾートを導入していないハワイの事例や、すで
に導入済みの地域における経済波及効果や懸念事項への対応・実情などを踏まえ、沖縄独自の統合
リゾートについて検証し、県民がその導入の是非を判断する材料となる基本構想を策定する。

成果指標


