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■実施内容 他

＜野球大会＞  

 日本ポニーベースボール協会はアジア地区の統括をしており、日本においては、 

 北海道、関東、沖縄に支部を持つ。また、アジアにおいて、加盟国は、韓国、台湾、 

 中国、インドネシア、フィリピン、シンガポール、マレーシア、タイ等年々参加国が増加して

いる。本部はアメリカであり、世界中で 3,000 チーム以上が加盟している。 

今回は恩納村の協力を得て、韓国三星ライオンズがキャンプで使用する赤間ボールパークをお借

りし、韓国・フィリピン・インドネシア・台湾・関東連盟代表チーム・沖縄代表チーム６チーム

により、トーナメント戦を実施する。 

＜ベーボールセミナー＞ 

アジア各国のジュニア選手の技術向上とマナー、日本のスポーツマンシップ、沖縄の野球に対す

る取組等をレクチャーする。 

（2013 年 7 月にソウルで開催されたポニーリーグアジア大会において、日本代表の沖縄選抜チー

ムが見事優勝している 参加国：韓国・台湾・フィリピン・インドネシア） 

＜指導者育成セミナー＞ 

少年野球チーム指導者への指導・育成方法のセミナーをプロ野球ＯＢ、ポニーリーグ関係者が行

う。 

＜実技指導（少年野球教室）＞ 

 参加チーム選手に対してプロ野球ＯＢ選手による実技指導を実施。 

 （試合の合間に投手、野手に分かれ、４０分ほどの野球レッスンを行う）

＜交流フェスティバル＞

全チームの選手が、一旦野球を忘れ、アジア各国の少年たちがフレンドシップを築き、相互理解

を深めるために実施する。各国が出し物を用意し、各国の文化理解を深める。
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■ 実施報告
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■ 事業実施報告

当初の計画通り、２月１日～２月３日において本事業を実施することができた。

参加予定チームであった台湾チームが旧正月の関係で最後まで数名の主力選手ご父兄の同意が得

られず、断念せざるを得なかったが、幕張メッセマリーンズが参加してくれることとなった。

天候的には決勝戦の２月３日は朝から雨が降りしきり、交流戦１試合を決勝戦と入れ替え

なんとか実施することができた。

優勝チームは韓国チームであった。

昨年の日本代表（沖縄選抜チーム）がアジア大会・世界大会で優勝したこともあり韓国チームは

相当気合いが入って試合に臨んでいたようであった。

開会式後の恩納村女性部による夕食会は、昨年同様地元の心温まるホスピタリティーのもとお互

いの親交を深めることができた。

野球教室においては、元プロ野球選手２名（投手、野手）がそれぞれに分かれ、熱心な指導を行

い、選手の真剣な眼差しが新鮮であった。

指導者へのセミナーとしては、開会式前に監督・コーチが一堂に会し、ルール説明の後、指導者

としての心得を元プロ野球選手に指導いただいた。

最終日の交流フェスティバルは、琉球村のエイサーや地元沖縄ダイヤモンドの選手による

歓迎のセレモニー等があり最後はカチャーシーで全員が輪になり踊る沖縄式の締めで終了した。

 また、各チームからの出し物は大変盛り上がり、インドネシアチームが優勝を飾った。

＜参加人数＞

○選手・コーチ・監督 

千葉ジャガーズ      ２０名

幕張メッセマリーンズ   ２０名

インドネシア       ２３名

フィリピン        １８名

韓国           １８名

沖縄ダイヤモンド     ３５名

審判団・ご父兄      １８名

合計          １５２名
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■事業総括（課題と今後の展望）

過去３年間は、プロ野球キャンプシーズン（２月）に本事業を開催してきたが、グランドの問題、

旧正月の問題等で厳しい手配環境に置かれてきた。

来年度以降は、３月に開催されるポニーベースボール協会沖縄連盟の本大会との連携を図りなが

ら、恩納村を本部とする実行委員会を設置し、中部地域近隣市町村長を加えた中部広域市町村連

携のもと、チーム数を拡大していく方向で話が進んでいる。

また、今回の外国チーム（フィリピン、インドネシア、韓国）は試合の合間にスポーツデポに全

チームが訪問し、日本の優れた野球用品を購入していることから（インドネシアチームは２時間

半もスポーツデポに滞在）来年度以降はご父兄だけでなく、選手のショッピング、観光の時間も

十分に確保していこうと考えている。

具体的には３月の中旬に恩納村赤間ボールパーク、金武町ベースボールスタジアム、宜野座村営

球場、うるま市石川球場・具志川球場等を利用し、アジア各国を含む（インドネシア、韓国、台

湾、フィリピン、ミクロネシア連邦等）１６チームで開催していく計画である。

課題としては、球場確保が必須であり、３月は大学チームのキャンプ時期でもあり、

調整が急務である。
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平成２５年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

第 16回沖縄トロピカルカップ国際少年サッカー大会
実施報告書（概要版）

株式会社ジャンボツアーズ

■事業実施概要

【実施目的】

①今年度の「第 16 回沖縄トロピカルカップ国際少年サッカー大会」は上海、香港、韓国から 1
チームずつ招聘（1 国あたり渡航費として 100 万円までを補助。台湾は全額自費参加）し、本大
会を国際大会としてさらに向上・定着させ、昨年の台湾と同様に他の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きたいと考えている。

②「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）の提供も実施し、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、継続的な参加者の増員と沖縄ファンの獲得を図っていく。

③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（前回スポーツ DEPOが人気だった）そしてレストラン等へのアクセ
スマップと沖縄観光の魅力と大会情報を載せたパンフレットを事前に配布し、本年度及び次年度

以降の海外参加者を拡大。

④次年度からの国際大会としての自立を目指し、県外・海外のチームがより多く自費参加しても

らうために昨年度以上のメディア戦略を行う。

１、県外向けプロモーション映像の制作。２、海外向けにHP、YouTube等での動画配信。

【実施内容】

・主催 （社）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 25年 12月 2１日（土）～25日（火） この内 22日（日）、23日（月）が大会
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①国際少年サッカー大会の実施

○大会名：「第１６回沖縄トロピカルカップ国際少年サッカー大会」

○参加チーム：県外７チーム、海外４チーム（台湾１、上海１、香港１、韓国１）

県内 32チーム（那覇市内 25）の計 48チーム
○招聘：上海、香港、韓国、各国は招待とする（1カ国渡航費の２分の１まで補助）
○試合形式：予選リーグ（1日）と決勝トーナメント（1日）を行い優勝チームを決定する。
○表彰：優勝者には賞状及びトロフィーと優勝旗を贈呈。

審判員（那覇高校サッカー部）の育成も図る。

②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、海外の子供達の技術向上と青少年育成を図るととも

に、次年度以降の参加意欲を高めてく。香港のプロサッカーチーム・キッチーのコーチであるロ

ベルト・ ロドリゲス氏（スペインのプロチーム・レアルマジョルカやラスパルマスで活躍した

元プロサッカー選手）が指導。

③文化交流の実施

○大会参加者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。

④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）

⑤海外向け広報・宣伝活動の強化

○次年度に向け海外チームの定着・拡大を図るため今年度の大会の模様を撮影し、

プロモーション映像として韓国語、英語、中国語版を制作し、DVDや現地における
YouTubeやWebサイトでの動画配信に活用していく。また同時に現地マスコミにも積極的  
に活用してもらい海外での認知度を高める。
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○海外向けに大会情報と沖縄観光の魅力が一体となった旅行パンフレットを作成し事前配布。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（前回スポーツ DEPOが人気だった）そしてレストラン等へのアクセスや
魅力と大会情報を載せたパンフレットを事前に配布し、今年度の参加者の拡大と定着を図ると共

に次年度に向けた PRとしても活用する。（英語版、中国語版、韓国語版を制作）

■ 実施報告

※画像 10点程

＜開会式＞       ＜上海チーム＞     ＜韓国チーム＞

 ＜台湾ミーティング＞   ＜香港父母＞     ＜香港父母＞

＜サッカースクール＞   ＜サッカースクール＞  ＜エイサー交流＞

＜エイサー交流＞    ＜ホームステイ＞    ＜ホームステイ＞
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■ 事業実施結果

平成２５年度実施結果

＜海外・県外＞

地域 子供 大人 総数 泊数

台湾（全額自費） ２０人 ４人 ２４人 ３泊４日

韓国（半額補助） １８人 ２人 ２０人 ３泊４日

上海（半額補助） １５人 １５人 ３０人 ４泊５日

香港 A（半額補助） １７人 ２５人 ４２人 ４泊５日

（小計） （７０人） （４６人） （１１６人）

岩手（全額自費） １８人 ３人 ２１人 ４泊５日

千葉（全額自費） １５人 ８人 ２３人 ３泊４日

岐阜（全額自費） １４人 ３人 １７人 ３泊４日

静岡（全額自費） １５人 ５人 ２０人 ３泊４日

奈良（全額自費） ２０人 ３人 ２３人 ３泊４日

広島（全額自費） １６人 ９人 ２５人 ３泊４日

鹿児島（全額自費） １７人 ７人 ２４人 ３泊４日

（小計） （１１５人） （３８人） （１５３人）

合計 １８５人 ８４人 ２６９人

＜県内＞

   地域 子供 大人 総数

沖縄 ６８３人 ８１人 ７６４人

＜トロピカルカップと日程が合わず１日違いで開催した羽衣カップへの参加海外チーム＞

   地域 子供 大人 総数 泊数

香港 B（全額自費） ２０人 ２８人 ４８人 ４泊５日

＜イベント等の誘客目標＞ 

目標１ Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

県外集客数 182 人 340 人 400 人 450 人 

目標２ Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ26 

総集客数 1014 人 1050 人 1080 人 1100 人 

今年度の県外海外の集客数は 269人（日程の関係で他の大会に参加した香港 Bチームを含めると
317人）と目標にやや及ばなかった。総集客数は 1,081人（香港 B含む）と目標を超えた。トロ
ピカルカップの波及効果として７、８月に行われた台湾との親善大会の参加者を含めると県外海

外で 407人、年間総集客数は 1,171人（県内含む）とまずまずの結果だったと言える。文化交流
やサッカースクール、PRなどの効果も高かったと捉えられる。
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■事業総括（課題と今後の展望）

＜成果＞

２４年度、２５年度と２回にわたり国際少年サッカー大会を行った結果、海外から沖縄のサッカ

ー大会に参加したいというチームが多いことが確認できた。また、父母の同行の希望も多い（特

に香港はその傾向が強い）。大会終了後も噂などを聞きこれまで参加のなかったチームからの来年

度の大会への参加希望の問い合わせが既に来ている（台湾ダイヤモンドクラブ）。回数を重ねるご

とに参加希望チームが増えていく傾向にあると感じる。また、継続的参加を希望するチーム（特

に、香港、上海、台湾）も多い。さらに、トロピカルカップに参加した海外チームが親善試合を

沖縄で行うケースも出てきた（台湾、昨年７月と８月の２回行い、少年と大人を合わせ計９０人

が来沖した）。

＜課題＞

①日本と海外との休日の違いや学校の休みの違いなどによる日程調整の難しさがある。

当初本大会の開催日を 12 月 21 日（土）、22 日（日）で行う予定であったが 21日（土）が県内
小学校の行事と重なり 22日（日）と祝日である 23日（月）に行うこととなった。
そのため、海外では休日に当たらない 23日（月）の調整が難しく参加できない海外チームも幾つ
かあった。そのため香港の 2チームは 21日（土）、22日（日）に開催した宜野湾市サッカー協会
主催の「羽衣カップ」に振り替えて参加してもらう形になった。

②県内サッカー関係者の海外受け入れへの意識が不十分であると感じる。

大会を運営するに当たり、県内・県外・海外チームの各々の置かれる状況を考慮にいれず単純に

平等にあつかう傾向がある。テント・給水といった備品、帯同審判、グランドの割り当て（芝と

クレーの 2 種があるが組合せの関係なのか今回海外チームはほとんどがクレーのグランドに回さ
れた）など県内チームと同様の条件が求められた。今後の海外チームの受け入れを促進させるた

めにはある程度の補足的対応が求められる。

＜展望＞

今回参加した４カ国の指導者と我々事務局との会合を開き、日程について話し合った結果、第一

希望は夏休みを利用した７月、第２希望は寒い時期にサッカーが出来るメリットを感じ１２月と

なった。なるべく多くの国のチームが参加できるようにするためには夏と冬の 2 回に国際大会を
開く必要があるとともに、那覇市サッカー協会主催のトロピカルカップに限るのではなく沖縄本

島を中心に全県をあげた国際少年サッカー大会を開催する必要があると考えられる。今後、他の

市町村におけるサッカー協会や FC琉球との連携を強化し、
トロピカルカップの実績を基に本格的な国際少年サッカー大会を開催していくつもりである。そ

の結果として平成 26年度の目標である県外海外集客数 400人を達成していきたと考えている。
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平成 25年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）

「美ら島オキナワ CenturyRun 2014」
～第 2フェーズ移行に際しての大会の新たな魅力向上を図るために～

実施報告書（概要版）

美ら島沖縄センチュリーラン実行委員会

■事業実施概要

【実施目的】

 サイクリングを通じて自転車振興の健全な発展を図ると共に、沖縄県の観光に寄与し、

 地域発展の一助となることを目的とする。

【実施内容】

・主催 

美ら島沖縄センチュリーラン実行委員会

・後援 

沖縄県、一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー、恩納村、名護市、うるま市、

今帰仁村、本部町、宜野座村、金武町、読谷村、嘉手納町、沖縄県サイクリング協会

・実施日程 

2014年 1月 18日（土）13:00～20:00 サイクルパーク（前夜祭）
2014年 1月 19日（日）7:00～19:00 コース実走（後夜祭）

・実施内容 

＜開催主旨＞

「スポーツコンベンションアイランド・OKINAWA」の新たな核となり、日本全国
および海外から「沖縄」への注目を集め、日本を代表するファンライドイベントと

なることを目指す。
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＜大会テーマ＞

『日本一早い桜と、碧い海を走る』

～すべてのシーンで「感動」、満足度No.1の大会を目指して～
参加者と沖縄県内各地域の皆様がともに「感動」を創りあげるサイクリングイベントに。

●大会前日 2014年 1月 18日（土）13:00～20:00 
  １．参加受付およびゼッケン交付

  ２．サイクルパークでのイベント（13:00～19:00）
    ①前夜祭

    ②メーカー自転車試乗会

    ③協賛社トークイベント 他

●大会当日 2014年 1月 19日（日）7:00～19:00 
  １．コース実走

    ①センチュリーコース（160km）／参加料 10,000円
     参加資格／高校生以上の健康な男女

     スタート時間／7:00～  ゴール時間／～18:00 
    ＜コースの特徴＞

    コース上の「ワルミ大橋」「古宇利大橋」「海中道路（平安座海中大橋）」の

三大美橋からの絶景は最高！今大会から参加者全員でコース途中の嵐山登坂

区間で“ミニヒルクライム・タイムトライアル”を実施。

    ②古宇利島・桜コース（100km）／参加料 9,000円
     参加資格／中学生以上の健康な男女

     スタート時間／9:00～  ゴール時間／～18:00 
    ＜コースの特徴＞

    絶景を楽しみたい上級者から、初めてロングライドに挑戦するビギナーまで、

幅広いレベルにおすすめのミドルコース。コースの約 80％が海沿いの「シー
サイドルート」、ランチは沖縄料理の食べ放題で大満足間違いなし！

    ③スィーツコース（60km）／参加料 7,500円
     参加資格／小学生以上の健康な男女 ※小学生の参加は保護者同伴

     スタート時間／9:20～  ゴール時間／～16:00 
    ＜コースの特徴＞

    平坦な道を多く走るルートでビギナーも楽しめる最短コース。美味しいスィー

ツをおもいっきり食べられるなど、女性やサイクリング初心者に大人気！

  ２．後夜祭（16:00～19:00）
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■ 実施報告
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■ 事業実施結果

＜美ら島オキナワ CenturyRun 2014 参加状況について＞
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【誘客プロモーションについて】

1-1．公式ホームページの拡充（地域情報発信・多言語化について）

＜大会公式ホームページ・TOP画面イメージ＞

コース上の市町村情報をより多くの方々に拡散できるよう、公式ホームページ上の

ファーストビュー部分に、「市町村紹介ページ」へのリンクバナーを大きめに設置。

＜大会公式ホームページ・市町村紹介 TOPおよび各市町村紹介画面イメージ＞

  大会通過市町村（9市町村）それぞれの意に沿った（実際に PRを行いたい）情報
を掲載すべく、各市町村行政担当者と個別に掲載内容を検討。「観光」・「食」など、

一般的な情報誌とは異なる、一歩踏み込んだ内容での情報発信を行う。



114

1-2．台湾プロモーション

台湾のサイクリスト数の増加（サイクリング熱の上昇）と沖縄航空便直行路線の利便

性に着目し、台湾の旅行社へセールスを実施。セールス実施に際し大会公式ポスター

（2,000部）および申込みチラシ（10,000部）は繁体語版を作成し、配布。

★台湾からの参加者総数：87名
（前年度実績：8名）

世界最大級の自転車メーカー「Giant
（ジャイアント）」が運営する「Giant
旅行社」直営店 36 店舗において、大
会公式ポスター・チラシを設置（上部

右図）

※Giant旅行社利用参加者数：26人

大手旅行社「Lion（ライオン）」の
支店（60店舗）において、大会公式
ポスター・チラシを設置。同旅行社の

ホームページ上でも特集ページを開

設し集客を図る（上部左図）

※Lion旅行社利用参加者数：22人

台中の自転車愛好家に人気の高い

隆章旅行社にてツアー募集

※隆祥旅行社利用参加者数：0人

★台湾のサイクリスト向け雑誌で

発行数 No.1の雑誌「単車生活」に
おいて、ペイドパブリシティ記事を

掲載（下記は 10月号誌面）
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1-3．自動計測器の導入

「センチュリーコース」・「古宇利島・桜コース」参加者のゼッケンに計測タグを貼付。

「ミニヒルクライム・タイムトライアル」でのタイム計測をはじめ、参加者管理や

ゴール前での声掛け演出に活用した（タグ計測器導入人数：1,628名）。また参加者に
 は、コース名・名前・走行タイムを印字した「完走証」を記念としてお渡しした。

＜タグ計測の仕組み＞

スタート地点とゴール地点に感知器を設置。ゴール手前で参加者情報（「ゼッケン No.」
および「参加者氏名」）を判別し、ゴール手前で「○○さん、お帰りなさい！」と個人

名で呼びかけることが可能となった。
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1-4．美ら島オキナワ CenturyRun2014体験システム構築による
県外イベントへの参加体験システム実施イベント

実際の「美ら島オキナワ

Century Run 2014」の
サイクリングコースの映像

をプロジェクターにて映写。

指定距離を決めて走行距離

が走れるサイクルコンピュー

ターを搭載したロードバイク

にまたがり、バーチャル走行

体験を実施。画面が止まる

までの時間で、指定距離に

最も近い距離を走った参加者

にはプレゼントを進呈。

①「シマノ鈴鹿ロードレース」 2013年 8月 24日（土）・25日（日）
  三重県鈴鹿市稲生町 鈴鹿サーキットにて  来場者数：約 10,000人

②「旅フェア 2013」 2013年 11月 8日（金）・9日（土）・10日（日）
   東京都豊島区「サンシャインシティ文化会館」展示ホール B・C・Dにて
   （体験コーナーは展示ホール Cにて展開）  来場者数：81,287人  
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【地域活性化プロモーションについて】

2-1．エイドステーション（コース上での休憩地点）での地域交流の促進

①芸能の披露

 昼食会場において、沖縄らしさを体感いただく催しのひとつして、三線演奏を実施。

●ネイチャーみらい館 （実施時間：10:30～15:00）
 ●OKINAWAフルーツらんど （実施時間：12:30～16:30）

 ②エイドステーションでの各市町村ならではの物産展示・捕食提供

 各市町村のエイドステーションにおいて、市町村ならではの物産を提供。

                                ＜補給食提供内容の一例＞

提供物

名護市民会館 名護市 かりんとうまんじゅう

プレミアムパインケーキ

かぼちゃサーターアンダギー

ファーマーズ 名護市 たんかん

おんなの駅 恩納村 プレミアムパインケーキ

道の駅かでな 嘉手納町 ブルーシールアイスクリーム

海ぶどう

ドラゴンフルーツパウンドケーキ

豚メンチ

カフーリゾート 恩納村 紅芋タルト

シフォンケーキ

ニンジンロールケーキ

もずく天ぷら

マンゴープリン

もずくコロッケ

チーズケーキ

古宇利オーシャンタワー 今帰仁村

名称 市町村

未来ぎのざ 宜野座村

いちゅい具志川じんぶん館 うるま市

うるま市役所石川庁舎 うるま市

海の駅あやはし館 うるま市
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2-2．着地型旅行商品の造成

「美ら島オキナワ Century Run 2014」（着地宿泊プラン）
販売期間：2013年 11月 1日（金）～2014年 1月 17日（金）

＜Web販売画面イメージ＞

【プラン参画施設】

  ①ホテルムーンビーチ②ホテルサンセットヒル③ピンクマーリンクラブ

④カフーリゾートフチャクコンド・ホテル⑤ムーンオーシャン宜野湾＆レジデンス

⑥アロハホテル⑦沖縄残波岬ロイヤルホテル⑧ビーチリゾートモリマー

⑨ホテルむら咲むら⑩沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ

⑪ネイチャーみらい館⑫ベルモア東洋
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2-3．公式ホームページ上への各市町村情報の簡易掲載手法の検討

CMS形式の入力システムを導入し、市町村担当者に旬な情報をアップしてもらう
よう以下のような内容での協力を依頼したが、各市町村にとっては業務負荷となっ

てしまうことからシステムの導入について否定的な意見が多く、実施を断念した

（旬の情報発信については、大会公式 Facebookを活用し随時発信する手法に変更）。



120

2-4．美ら島オキナワ CenturyRun2014特別フリーペーパーの作成

 大会およびコース上の各市町村の魅力について、自転車好きの方々に直接アピールを

 行うべく小冊子を制作。「サイクルモード 2013」・「旅フェア 2013」会場内において
 来場者へ直接配布。サイクリストの興味喚起をし、大会への参加を促した。制作に

際しては、一般に販売している沖縄ガイドブックでは取り上げられることの少ない、

各市町村が PRをしていきたい観光スポット・食事等をピックアップ。沖縄でのサイ
クリングの素晴らしさ、沖縄の地域の魅力発信を主目的とし、サイクリスト目線での

ガイドブック作成を実施した（仕様：4C/4C 12P 発行部数：4,000部）。

①「サイクルモード 2013」 2013年 11月 2日（土）・3日（日）・4日（月）
   千葉県千葉市美浜区 幕張メッセにて   来場者数：約 40,000人
   ※同会場にて 2,500部を配布

②「旅フェア 2013」 2013年 11月 8日（金）・9日（土）・10日（日）
    東京都豊島区「サンシャインシティ文化会館」展示ホール B・C・Dにて
    来場者数：81,287人   ※同会場展示ホール Cにて 1,500部を配布  
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■事業総括（課題と今後の展望）

【企画提案についての結果および効果】

●数値目標について

 ・事業収入 1,000千円 → 精査中（詳細報告書にて報告）
 ・総集客数 2,000名 → 2,005名（前年比 128％）
 ・県外集客数 1,060名 → 1,145名（うち海外参加者 188名）

 総集客数および県外集客数においては当初の目標を達成。総集客数においては昨年度

1,566名から 439名増。特別フリーペーパー等を活用した県外大型イベントでの直接的
プロモーションが功を奏したと考える。また海外からの参加者は昨年度 34名であった
のに対し、今年度は 188名と大幅に増加。特に重点プロモーションを行った台湾から
の伸び率が著しい（前年度 8名→今年度 87名）。また他のアジア圏においてはマレー
シアから 17名の大会参加者を獲得。本事業予算で作成した繁体語販促ツールを活用し、
海外エージェントおよび媒体社への直接セールスを行うことで、新たなマーケットの

開拓にも成功した。

 ●その他の目標・効果について

 ・沖縄県におけるスポーツ・ツーリズムの底上げ

 「サイクリング観光の新たなスタイルの創造」ということで、大会の魅力だけでなく、サイク

リストが走り抜けるコース上の各市町村の魅力を PR。一般の情報誌とは異なる
 各市町村それぞれが PRしたい観光地・物産にスポットを当て、Webや冊子（特別フ
リーペーパー・公式パンフレット）等にて告知。また大会会場内においても「美ら島

市場」と称し、市町村の特産品を身近に・手軽に楽しんでいただくために各市町村ご

とに飲食（物販）ブースを設置。500円分のクーポン券を全参加者に配布することで、
 それらを手に取りやすい環境作りもあわせて行った。参加者の皆様には市町村の魅力

を来て・見て・楽しんでもらい、市町村の方々には地域のアピールの場として活用し

ていただくことができた。また「計測タグ」を導入し、参加者に走行タイムを知らせ

ることで、記念となるのはもちろんだが、次年度における参加者の目標設定の誘引材

料となり、再訪意識の促進が図れたと考える。
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【今年度実施に際して見えた課題点】

大会参加者数が前年度（約 1,500名）から 500名増（約 2,000名）に到達したことで、
お客様対応の面において、現状の体制で大会を運営することは参加者数増を想定した

場合、今後厳しい状況であると感じた。

●受付オペレーション（参加者受付窓口数、対応スタッフ総数の増を検討）

●ライド運営（立哨員等の人数や誘導車数、補給食数の増を検討）

●会場運営（駐車場、駐輪場、外国語対応スタッフの増を検討）

大会運営における上記の大きな 3つの柱について、今までの対応イメージから脱却し、
リスクを事前に回避できるような人的な割り当てならびに資金確保策を講じる必要が

ある。

また今年度は参加人数が増えた分、初心者の参加も増えたため、想定外の事象も発生

した。

●走行ペースが遅かったため、当初の想定よりも立哨員の常駐時間や昼食会場の

運営時間を直前に延長し、オペレーションに若干不備が生じた

 ●レンタサイクルやゼッケン等、直前での申込み等も多数あり、事前の入念な

申込み受付対応および予備含めた確実な総数確保をしておく必要がある

 上記の点を踏まえ、次年度はさらなる大会規模の拡大を見越した計画案を検討する。

【来年度の方向性、目標・課題】

  今年度は「市町村の魅力発信」をテーマのひとつとして取り組んできた。取り組み

自体に各市町村様からは良好な反応をいただいており、また大会会場内にて各市町

村の特産品を販売することで、サイクリストの皆さんにその土地ならではの魅力、

を感じていただくこともできた。今後もこのような取り組みを継続し、より一層の

各市町村との相互連携促進をはかって行きたい。

  次回大会の参加目標人数については、企画書提出時のイベント誘客目標として掲げた

総集客数 2,200名、県外集客数 1,160名を目標としたい。あわせて大会参加者全て
に感動を味わってもらうため、より一層のホスピタリティならびに大会プログラム

の充実に邁進したい。
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８．事業総括

 （１）実施委員会総括

 平成 26年 3月 19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、総評を実施した。

（１） グルメラン in 沖縄・美ら SUNビーチ
・目標設定との乖離があり、もっと綿密な集客目標設定を行う必要がある

・支援金に頼った事業実施になっている印象があり、継続性に不安が残る

・告知も県内に偏っている傾向があり県内イベントになってしまっているのではないか

（２） ストライダーエンジョイカップ JAL沖縄ステージ
・助成金額に対する費用対効果も高く、家族も含めた県外客の取り込みは成功モデルである

・協賛や協力事業者などの協力体制が盤石であり、主催者の努力と合わさり良い結果が出た

・次年度以降も期待できる大会であり、離島や飲食サービスなども含め拡大が期待される

（３）アジアジュニアゴルフフェスタ in OKINAWA 
・個人の力量に頼った結果、体制が弱く事業成果を挙げることに繋げられていない

・海外の参加者は補助金が必要な現状が露呈しており、今後同様の施策は困難と考えられる

・プロを目指すようなジュニアを対象とした事業としては、実施内容が伴わなかったと思われる

（４）第 1回 国頭トレイルランニング大会
・体験志向の旅行需要にもマッチしており、沖縄・やんばるの特性も活用したところが魅力

・地域の協力体制や準備など、組織が整っているのが成功の要因であり、今後の期待も高まる

・イベントとして有望である一方で、参加のキャパシティの問題から協賛などの収入源が必要

（５）第 1回 アジアゴルフトライ 54in宮古島
・韓国の旅行会社が自ら販売をしたいという商品でないと継続やビジネス化は難しい

・事業成果としては至らない部分も多いが、離島振興は必要な要素である

・本来主旨ではないが、韓国のメディアや旅行会社が多く参加して魅力発信ができたのは成果
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（６）沖縄やんばるアドベンチャーラリーin東村
・アドベンチャーラリー愛好者のみの県外誘客になっており、プロモーションの工夫が必要

・ノウハウを活用した新たな観光資源としていくことが考えられる

・修学旅行のコンテンツにするなど、東村としての資源活用を促していければ

（７）久米島チャンプルトライアスロンプレ大会

・離島地域での自走化の難しさがあり、目標参加者数も設定が高すぎた

・可能性はあるが、実施コストがかかりすぎているため、省力化した実施プランが必要

・シュガーライドとのボランティアを活用した仕組みなど、ヒントにできる要素はある

（８）東アジア少年野球交流フェスティバル恩納村

・恩納村やポニーリーグなどとの連携がしっかりしているので継続、拡大が望まれる

・継続性を考えると自主財源での実施に向けた事業設計が必要と思われる

・ポニーリーグの公式大会としての将来像は良いが、どこまでがツーリズムなのか判断は必要

（９）第 16回 沖縄トロピカルカップ国際少年サッカー大会
・複数年支援した成果として、台湾からの自費参加の獲得は大きな成果である

・県内でのスポーツ用品を参加者が購入しているなど、経済効果に対する価値も高い

・沖縄サッカー協会の強化にも貢献することで、協力体制が構築できており参考になる

（10）美ら島オキナワ CenturyRun2014 
・事業費を活用した海外プロモーションなどが機能し、参加者の増加という成果があった

・参加人数が増えたことは良いが、安全性をより考慮しての運営を行うことが必要

・今後は、安全性が担保される人数設定や警察との許可の確認などが懸念される
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第四回委員会 事業総括

第四回委員会では、「今年度採択した事業が今後定着化するための展開について」というテーマで

以下の議論がなされた。

＜事業の仕組み＞

・魅力的なスポーツコンテンツと沖縄ならではの魅力が定着、拡大の要件の一つ

・地域住民との協力関係の構築を行うことが必要

・事前試走会の実施や後夜祭など、より長期間地域に経済効果をもらたす内容が求められる

＜体制＞

・企業との連携を強化していき、協賛が得られるような価値を作り出す必要がある

・ホスピタリティのある事業を実施するためには地域を含めた体制作りが欠かせない

・競技団体との連携は必要であるが、イベントが増えることで県内での調整が必要になる

＜コスト＞

・イベント収益だけでなく、企業協賛、地域経済効果、観光などによる複数の収益源が必要

・過去の実績も踏まえ、自主財源を伸ばしていき黒字化できる事業ビジョンを策定する
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８．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＞ 

今年度設定を行った、「新規事業支援枠」「定着化枠」「拡充枠」のそれぞれの特性と助成要

素を定めることにより、明確な目標設定を行ったうえで事業実施をすることが出来た。  

合計10事業を採択し事業実施を行ってきたが、県外集客人数が支援イベント合計で、２千人を
超えるなど、濃淡はあるものの概ね高い精度で事業実施が行われたものと思われる。 

特に、目標とする県外集客を大きく上回る集客を達成した「ストライダーエンジョイカップJAL
沖縄ステージ」や「国頭トレイルランニング大会」など新しいジャンルへの挑戦と成功事例の獲

得は大きな成果であった。  

「ストライダーエンジョイカップJAL沖縄ステージ」に関しては、スポーツ対象が未就学児童で
あることが親子・第三世代での家族旅行の動機形成につながる結果となり、これまで採択してき

たスポーツイベント（スポーツ対象者にとっての魅力をいかに構築できるか）とは異なる、新た

な視点での沖縄スポーツ・ツーリズムの可能性を示す事例となった。  

「国頭トレイルランニング大会」については、「やんばる」という、国内でも固有の沖縄の自然

を最大限に生かしたイベント設計が成功要因としてあげられる。またコースの距離を短く設定し

たことが結果的に攻を奏したとの事業者からの報告から、増加しているマラソン愛好者のトレイ

ルランニングへの初挑戦といった動機等、近年のスポーツ人口の増加とトレンドを掴んだ成功事

例となった。  

また、「ストライダーエンジョイカップJAL沖縄ステージ」については日航アリビラの閑散期
の新たな宿泊需要の創出、「国頭トレイルランニング大会」については、国頭村による地域活性

モデルの創出という、事業者自身の課題解決につながるイベントとして主体性をもって取り組ん

だことも成果につながった要因と考えられる。  

拡充枠として採択した「沖縄トロピカルカップ国際少年サッカー大会」についてはイベント期

間中に海外から来訪した保護者によるスポーツショップでの高額消費が行われる等、スポーツ・

ツーリズムによる経済効果の可能性が示される結果となった。 

さらに、新規事業支援枠で採択した「沖縄やんばるアドベンチャーラリーin東村」では、目標
とする県外集客を達成することはできなかったものの、今後の東村における体験型プランや修学

旅行における新たなコンテンツとしての可能性を見出すことができた。 

＜課題＞ 

一方で企画時の目標集客数とイベント時の集客結果が乖離してしまう事業も多く、公募説明や

企画提案の中で、具体的な集客に向けた取り組みなどの詳細な企画内容の提供を求めていく必要

がある。 
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＜今後の展望について＞ 

本事業は、沖縄県のスポーツ・ツーリズム推進の要素の中から、魅力あるコンテンツの拡大と

受入環境の強化に目標設定を行い、成功事例の創出と事業の定着化に向けて活動を行ってきた。  

将来的な沖縄のスポーツ・ツーリズム推進の観点からみても、新たな顧客を呼び込むことが可

能となる新しいスポーツジャンルやイベントの芽出しは、今後とも意識して実施することが望ま

れ、スポーツアイランド沖縄の実現に向け、本事業の担うべき役割は大きくなっており、将来に

向けて更なる事業推進を図っていくこと必要があると考える。 
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