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はじめに 

沖縄県は、美しく豊かな自然、温暖な気候といった観光条件を有するが、これらは同時に

スポーツ活動にとって恵まれた環境条件でもある。特に、冬から春にかけてのスポーツキャン

プや合宿に適していることから、その時期には、プロ・アマ問わず野球や陸上競技をはじめ、

多くの競技のチーム及び選手が国内外から本県を訪れており、日本有数のキャンプ地を形

成している。 

また、沖縄県において、観光が県経済のリーディング産業として位置付けられている中で、

県内のスポーツコンベンションの開催件数は毎年順調に増加しており、本県の観光及びスポ

ーツの振興、青少年の健全育成、地域活性化等に大きく寄与してきた。すでに定着している

プロ野球キャンプでは、県外から多くの野球ファンが見学に訪れるなど、本県の観光にも大き

な効果をもたらしている。近年では、競技場の芝生の環境整備事業などを進めてきたことで、

J リーグチーム等のサッカーキャンプも着実に増加しており、閑散期の観光客増加による年間

を通した沖縄観光の平準化に寄与する１分野として、さらなる効果が期待されているところで

ある。 

このように沖縄でのスポーツ合宿・キャンプニーズが高いことを背景に、県としては、スポー

ツを活用した沖縄観光の新たな魅力の創出や着地型観光の拡充等を図るため、平成 22 年

度からスポーツツーリズム関連の事業を開始し、モデル事業の支援など、様々な取組を行っ

てきた。しかし、施設の確保など、受入体制の整備には未だ様々な課題があり、その解決及

びさらなる発展に向けて、全県的なネットワークの強化とワンストップの窓口機能が必要とされ

てきた。このことから、沖縄県では、平成 25年３月に「スポーツアイランド事務局（仮称）基本計

画」を策定し、それを踏まえ平成 27 年４月にスポーツコミッション沖縄が本格稼働されるところ

である。 

沖縄県では、今後、可能性のある競技を発展的に受け入れて行くにあたって、沖縄県、

（一財）沖縄観光コンベンションビューローに加え、様々な競技団体と密接な関わりを持つ（公

財）沖縄県体育協会とも密なる連携を図っていくことで、受入に必要な競技ごとの条件整備

や効率的な対応をさらに推進していく方針である。なおかつ、各市町村との連携を深め、受

入にあたってのノウハウを地域へ引き継ぎながら専門人材を育てていくことで、地域の平準化

を図るとともに民間企業も含めた広域的な連携を促進していくことが求められる。 

全国的にスポーツツーリズムを推進する地域のプラットフォーム組織を立ち上げる動きが広

がっているとともに、地域全体での誘致推進、施設の整備、補助金等の助成制度を設けるな

ど、スポーツキャンプ・大会等誘致の地域間競争が激しくなっている。そのような中、2020 年

東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催決定により、今後、さらに競争が激化すること

が予想される。 

こうした状況を踏まえ、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会も見据え、沖縄県

におけるスポーツコンベンション誘致を今以上に拡大発展させるため、県内・県外・海外にお

けるスポーツコンベンションの実態の整理を行い、沖縄の魅力を最大限に活かしつつ、今後

の誘致を効果的・計画的に行うためのスポーツコンベンション誘致戦略を構築した。 

平成 27 年３月 

沖縄県 文化観光スポーツ部 スポーツ振興課 
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１．事業概要 

１．１ 事業実施の目的 

スポーツコンベンション誘致を今以上に拡大発展させるため、県内・県外・海外におけるス

ポーツコンベンションの実態を把握するとともに、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技

大会も見据えたスポーツコンベンション誘致戦略を構築し、誘致を効果的・計画的に行うこと

とする。 

本事業の目的を「スポーツによる新たな経済効果と地域活性を産み出す」こととし、単にコ

ンベンション開催件数の増加や、オリンピック事前誘致を達成することを目指すのではなく、ス

ポーツコンベンション誘致による、スポーツ振興、経済効果の拡大、沖縄の観光ブランド力の

向上を意識し、かつ誘致・受入のワンストップ窓口となるスポーツコミッション沖縄・県民が一

丸となって取り組めるスポーツコンベンション誘致戦略の構築を図る。 

 

 

 

レガシーとは、直訳をすると「資産や遺産」という意味。スポーツコンベンションを沖縄県や

地域が開催することにより、インフラ整備や競技力向上といった効果の他、住民や子供たち

への希望や感動という資産を開催地域に残していくことにより、地域の盛り上がりや、経済効

果を産み出し、地域活性に繋げていくことを指す。 
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１．２ 事業実施の基本理念と基本方針 

（１）本事業における基本理念  

スポーツコンベンション誘致戦略の構築において、その基本理念を「沖縄ならではのおもて

なし～ウェルカムポリシー～」とする。また、各業務内容において、下記の基本方針に則り、事

業を推進する。プロ野球春季キャンプや NAHA マラソンをはじめ、沖縄でのスポーツコンベン

ションはそのおもてなし（いちゃりばちょーでー）の精神が県外に高く評価され、多くの参加者

を誘致し、リピートに繋げている。沖縄にしかないこの精神を最大の強みとし、誘致戦略の基

本理念として掲げる。戦略の策定、次年度からの誘致の実行においても、この理念を関係者

全員が共有し、スポーツコンベンションで訪れる関係者・参加者を「沖縄ならではのおもてなし」

で迎え入れる姿勢・行動によって、大会誘致が推進されていくことを目標とする。（ウェルカム

ポリシー＝受入の基本姿勢）  

 

 

（２）基本方針 

①スポーツによる地域活性を目指した戦略策定  

東京オリンピック・パラリンピック事前合宿誘致のみを目的にせず、オリンピックを「契機」とし

た地域活性化（オリンピックレガシーの創出）を重視した誘致戦略を策定する。オリンピック事

前合宿誘致などを契機としてのインフラ整備や、地域住民の興味関心を産み出していくこと

で、さらなる合宿誘致や市民レベルの盛り上がりを創出し、新たな産業創出や大会開催など

の施策に繋げていくことで地域一丸となった地域活性、経済効果を創出していくことを目指

す。 

 

 

大会・合宿開催地域

沖 縄 県

産業創出

●●（競技名）の街
認知（ブランド）

沖縄県内への
観光客増加

国内・国際大会開催
競技チーム来訪

競技力向上

レガシーの創出（地域活性、経済効果）

市民チームの発生

更なる合宿誘致

市民の健康増進

イベント・教室
の開催

インフラ整備

住民の興味・
関心

合宿誘致
の成功
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②競技連盟との市町村の接点の創出  

大会・合宿誘致のキーパーソン（窓口）となる「国内・国外競技連盟」と受入の主体となる

「市町村」の接点の創出を重要視。国内・海外の各競技連盟が求めている環境や要件をヒア

リングし、整理するとともに、市町村が要する設備環境（ハード）だけでなく、受入体制やモチ

ベーションといったソフト面も含むヒアリングを行うことで、実効性のある戦略を策定し、マッチ

ングを図っていく。  

 

 

③選択と集中、ロードマップの策定  

県内の受入体制、各競技連盟のコンベンションの実態等を把握する「基礎調査」の結果を

データベースとして集約し、沖縄としてスポーツコンベンションの拡大が見込める競技を絞り

込み、集中的に調査・検証を行う「詳細調査」を実施。  

２段階の調査手法により、次年度以降より資源を集中して展開できる誘致戦略を構築。  

また、中長期的なスポーツコンベンションの誘致拡大へ向けて、毎年のベンチマークを設定し

たロードマップを策定する。 
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１．３ 事業実施体制 

事業実施体制として、沖縄でのスポーツツーリズム関連事業に数多く携わってきた実績を

持つ JTB沖縄と、国土交通省観光庁にてスポーツツーリズム事業実施実績を持ち JSTAの活

動の基軸を担っている JTB コミュニケーションズによる連携を軸に、県外・海外に関するスポ

ーツツーリズムの第一人者をアドバイザーに加えた調査体制を構築した。 

 

共 同 事 業 体

幹事事業者：ＪＴＢ沖縄 共同事業者：ＪＴＢコミュニケーションズ

ＪＯＣ公認旅行代理店、各競技連盟の旅行手配で培った
ＪＴＢグループコンベンション誘致のノウハウ・人材を活用

沖縄県スポーツ・ツーリズム関連事業で培った知見を活用
平成23年～25年スポーツツーリズムモデル事業受託

平成24年～25年スポーツキャンプ訪問観光促進事業受託
平成25年スポーツ観光誘客促進事業受託 等

既存の旅行業に加え、数多くの地域活性分
野の公的事業を受託、各種事務局運営ノウ
ハウを所有。またサイクルツーリズムイベント
の自主運営も手掛ける。

観光庁「スポーツツーリズム推進基本方針」
の作成やその後のプロジェクト推進に寄与。
ＪＳＴＡコアメンバーとして立ち上げから活動
の中心を担い、活動の方向性策定や、全国
からの情報集約を行なう。

一般社団法人
日本スポーツツーリズム推進機構

日本を代表するスポーツシンクタンク、
スポーツツーリズム推進組織による調査設計協力

スポーツシンクタンクとして、国のスポーツ政
策に対する提言や、スポーツに関する研究
調査、データの収集・分析・発信を行なう。

調査設計協力・情報提供・委員参画・競技連盟紹介 （事業協力）

スポーツツーリズムの普及定着やスポーツコ
ンベンションの実施により、地域間交流の活性
化や訪日外国人の拡大を目指していく。

県内調査・分析・報告書作成（再委託） 県外・海外調査・分析（再委託）

(株)海邦総研 (株)日本リサーチセンター

企業の市場戦略のみならず、数々のスポーツ
関連調査や大会・合宿調査を実施する。本
提案では、コミュニケーションプロデューサー
片岡氏によるコーディネートや、当社が持つ各
競技連盟とのネットワークも活用していく。

ワーキングチームの設置
国内競技連盟や海外競技連盟へのヒアリングや調査を正確に行うために、ネットワークを持つ組織作りは必
要不可欠。そのため、本事業の東京でのメンバーによる早稲田大学、笹川スポーツ財団、ＪＳＴＡ、日本リ
サーチセンター、ＪＴＢ、の各社が持つ知見とネットワーク集積するワーキングチームを設置し業務を実施。

沖縄県 文化観光スポーツ部 スポーツ振興課

地域産業経済に関する各種調査（マーケティン
グリサーチ、経済効果分析など）を行う。
【受託実績】「平成20年度スポーツイベント誘致

推進事業におけるスポーツコンベンション実態・
課題調査」（OCVB）にて県内全市町村を調査。

戦略策定・委員会運営
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１．４ 事業概要 

 スポーツコンベンション誘致を拡大発展させるための戦略策定に向け、県内・県外・海外に

おけるスポーツコンベンションの実態を把握することを目的として各種調査を行った。 

 県内に関しては、実績だけでなく市町村によるスポーツコンベンションの受入状況や競技団

体の現状及び課題を調査し、県外及び海外については、誘致対象となる競技連盟の環境及

び条件を調べることで、両者のニーズをマッチングし、重点・戦略競技を選択することにより、

戦略的な誘致を行っていく。  

 

 

本事業における戦略策定までの流れ

沖縄県スポーツコンベンション誘致戦略の策定

検討委員会 県外／海外調査県内調査

基礎スクリーニング実施
基礎調査の調査設計

基礎スクリーニング実施
基礎調査の調査設計

対 象

４１市町村、65競技団体

282宿泊施設

対 象

国内 41 競技連盟

へ競技の実績・実態を調査

対 象

国内・海外の６競技
競技連盟の詳細調査や事例

オリンピック28競技+有望７競技
を中心に実態把握

内
容
確
定

内
容
確
定

実際の誘致活動を
イメージした
調査設計

県外／海外調査と
クロス分析可能な

調査設計

県内でできること、
やりたいことを把握

対 象

対象を競技にフォーカス
することで、競技ごとの
個別課題を把握し、
戦略をイメージ

県内のニーズと海外のニーズ
のマッチングを導き出す

課題解決による誘致拡大

６つの対象競技
に対する、県内市町村の意向など

ア．県内のスポーツ施設等の状況及び
市町村、競技連盟等の受入体制の調査

ｲ．県外・海外のスポーツコンベンション
の実績・実態調査

ｲ．県内スポーツコンベンションの実績
・実態調査

ウ．県内市町村等のスポーツ
コンベンション開催ニーズ調査

基礎調査の実施 基礎調査の実施

戦略素案の作成
エ．県内スポーツコンベンション

先進事例調査

エ．県外、海外スポーツコンベンション
先進事例調査

詳細調査の実施詳細調査の実施

外部と内部実態のクロス分析

６つの詳細調査対象競技を選定

ロードマップ
(実施計画
協議)

第４回

3月18日
2015

実施調査
内容確認

第１回
8月20日

2014

調査報告まとめ
戦略案まとめ

第３回

2月18日
2015

中間調査
内容確認

第２回

12月3日
2014
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２．県内・県外・海外におけるスポーツコンベンションの実態調査・分析 

２．１ 調査概要 

 本事業では、各種調査を下記の目的・視点を軸として、誘致・受入における実態及び課題、

ニーズ等を把握するため、大きく分けて３段階の調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【調査の目的・視点】 

 

 県内のスポーツ施設等の状況及び市町村・競技団体等の受入体制の実態及び

課題等の把握 

 県内・県外・海外のスポーツコンベンションの実績・実態及び課題等の把握 

 県内市町村等のスポーツコンベンション開催ニーズの把握 

 県内・県外・海外スポーツコンベンション先進事例の把握 

 

【各種調査】 

 

①基礎スクリーニング調査（文献調査） 

 

②基礎調査 

 国内競技連盟調査 

 県内競技団体等調査 

 県内市町村調査 

 県内宿泊施設調査 

 

③詳細調査 

 国内競技連盟調査 

 海外競技連盟調査 

 県内市町村及び県内競技団体への追加ヒアリング 

 その他補足調査 
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２．２ スクリーニング調査の実施 

（１）調査目的 

基礎調査の実施に向けて、既存の情報をもとに県内のスポーツ施設等の状況及び市町

村・競技団体等の受入状況等の把握、県内・県外・海外のスポーツコンベンションの実績・実

態等の把握、県内市町村等のスポーツコンベンション開催状況等を整理すること、また、競技

ごとの誘致可能性の評価を行うことで、基礎調査を実施する対象競技を絞り込むことを目的と

してスクリーニング調査を実施した。 

 

（２）県外スクリーニング調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査内容】 

調査対象 ： オリンピック競技を基本とした 47 競技（※P８参照） 

 

調査項目 ： （１）日本代表チーム合宿情報 

ⅰ．ロンドンオリンピックの合宿地 

ⅱ．直近の国際大会（Ｗ杯、国際大会、アジア大会など）の合宿地 

（２）国内競合都市の状況 

ⅰ．トレーニングセンターのある地域 

ⅱ．オリンピックへの取組の地域 

ⅲ．パートナー都市 

ⅳ．メッカになっている都市 

 調査方法 ： 以下の方法によるインターネット検索 

（検索１） 各競技の協会ホームページ／直近の大会ホームページ 

（検索２） 代表（候補）選手の合宿ブログ 

（検索３） 「競技名」×「大会名（例：ロンドンオリンピック）」×「合宿」 という 

キーワード検索を行い検索上位のサイト 

（検索４)  「競技名」×「チーム名（例：日本チーム、高校代表）」×「合宿」という 

キーワード検索を行い検索上位のサイト 

（検索５） 検索１～４において訪問したサイトでの関連リンク先 

 

【評  価】 上記調査内容を網羅し、以下の５つの視点で評価を行った。 

（１） 沖縄でのオリンピック事前合宿誘致 

（２）  沖縄へのナショナルチームレベルでのキャンプ・合宿誘致 

（３）  沖縄への学生・実業団レベルでのキャンプ・合宿誘致 

（４）  沖縄への大会誘致の可能性 

（５）  総合評価 
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県外スクリーニング調査対象競技一覧 

 
 

（３）県内スクリーニング調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1．陸上競技 ４．格闘技 ８．ウォータースポーツ

1 １）トラック走 12 １）フェンシング 24 １）ボート競技 38 10）バドミントン

2 ２）マラソン 13 ２）レスリング 25 ２）セーリング 39 11）ゴルフ

3 ３）競歩 14 ３）ボクシング 26 ３）カヌー 40 12）ラグビー

4 ４）高跳・投てき 15 ４）柔道 27 ４）ダイビング 41 13）野球

２．水泳 16 ５）テコンドー 28 ５）ウインドサーフィン 42 14）ソフトボール

5 １）競泳 ５．空手 ９．球技 43 15）ラクロス

6 ２）飛込 17 ６）空手 29 １）テニス ９．混合競技・その他

7 ３）水球 ６．射撃スポーツ 30 ２）サッカー 44 １）近代五種競技

8 ４）シンクロナイズドスイミング 18 １）射撃 31 ３）ビーチサッカー 45 ２）トライアスロン

３．体操 19 ２）アーチェリー 32 ４）バスケットボール 46 ３）馬術

9 １）体操競技 ７．自転車 33 ５）バレーボール 47 ４）ウェイトリフティング

10 ２)新体操 20 １）トラック 34 ６）ビーチバレー

11 ３）トランポリン 21 ２）ロードレース 35 ７）ハンドボール

22 ３）マウンテンバイク 36 ８）ホッケー

23 ４）ＢＭＸ 37 ９）卓球

 

【調査内容】 

調査対象 ： 沖縄県内に競技団体、協会のある競技（※P９参照） 

調査項目 ： （１） 競技可能な施設数 

（２） コンベンション開催件数 

（３） 市町村のコンベンション受入件数 

調査方法 ： 以下の資料及び、その他一部の競技連盟、市町村へのヒアリング内容を 

もとに情報の整理をした。 

（１） 「スポーツコンベンション開催実績調査（平成 25 年度版」 

（沖縄県スポーツコンベンション振興協議会） 

（２） 「平成 24 年度沖縄県体育・スポーツ施設現況調査」 

（沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課） 

（３） その他一部の競技団体へのヒアリング内容 

 

【評  価】 上記調査内容を網羅し、以下の５つの視点で評価を行った。 

（１） 沖縄でのオリンピック事前合宿誘致 

（２）  沖縄へのナショナルチームレベルでのキャンプ・合宿誘致 

（３）  沖縄への学生・実業団レベルでのキャンプ・合宿誘致 

（４）  沖縄への大会誘致の可能性 

（５）  総合評価 
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県内スクリーニング調査対象競技一覧 

 
 

 

２．３ 基礎調査の実施 

（１）調査目的 

スクリーニング調査を踏まえ、県内のスポーツ施設等の状況及び市町村・競技団体等の受

入体制の実態及び課題等の把握、県内・県外・海外のスポーツコンベンションの実績・実態

及び課題等の把握、県内市町村等のスポーツコンベンション開催ニーズの把握等を目的とし

て県内及び県外にて基礎調査を実施した。 

調査対象競技については、平成 26年８月 20日（水）に開催した第１回スポーツコンベンシ

ョン誘致戦略構築検討委員会において 49 競技（※P９参照）を調査対象競技として選定し、

県外調査については 41 競技を対象として基礎調査を実施し、県内競技連盟調査について

は本委員会の意見を踏まえて 49 競技に限らず、（公財）沖縄県体育協会加盟団体 65 団体

（※P９参照）を対象として調査を実施した。 

 

  

1．陸上競技 ４．格闘技 ８．ウォータースポーツ

1 １）トラック走 12 １）フェンシング 24 １）ボート競技 38 10）バドミントン

2 ２）マラソン 13 ２）レスリング 25 ２）セーリング 39 11）ゴルフ

3 ３）競歩 14 ３）ボクシング 26 ３）カヌー 40 12）ラグビー

4 ４）高跳・投てき 15 ４）柔道 27 ４）ダイビング 41 13）野球

２．水泳 16 ５）テコンドー 28 ５）ウインドサーフィン 42 14）ソフトボール

5 １）競泳 ５．空手 ９．球技 43 15）ラクロス

6 ２）飛込 17 ６）空手 29 １）テニス ９．混合競技・その他

7 ３）水球 ６．射撃スポーツ 30 ２）サッカー 44 １）近代五種競技

8 ４）シンクロナイズドスイミング 18 １）射撃 31 ３）ビーチサッカー 45 ２）トライアスロン

３．体操 19 ２）アーチェリー 32 ４）バスケットボール 46 ３）馬術

9 １）体操競技 ７．自転車 33 ５）バレーボール 47 ４）ウェイトリフティング

10 ２)新体操 20 １）トラック 34 ６）ビーチバレー

11 ３）トランポリン 21 ２）ロードレース 35 ７）ハンドボール

22 ３）マウンテンバイク 36 ８）ホッケー

23 ４）ＢＭＸ 37 ９）卓球

県内スクリーニング調査のみ実施（県内に競技連盟・協会がある競技）

48 剣道 53 弓道 58 パワーリフティング 63 ボウリング

49 相撲 54 ソフトテニス 59 銃剣道 64 ゲートボール

50 武術太極拳 55 スキー 60 なぎなた 65 グラウンド・ゴルフ

51 少林寺拳法 56 スケート 61 山岳（登山） 66 高校野球

52 クレー射撃 57 アイスホッケー 62 ダンス・スポーツ
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基礎調査対象競技一覧 

 
※県外基礎調査においては、網掛け競技を除く 41 競技を調査対象とした。 

 

（公財）沖縄県体育協会加盟団体一覧 

 

１．陸上競技 ５．射撃スポーツ

1 １）トラック走 17 ６）空手 32 ４）バスケットボール

2 ２）マラソン ６．射撃スポーツ 33 ５）バレーボール

3 ３）競歩 18 １）射撃 34 ６）ビーチバレー

4 ４）高跳・投てき 19 ２）アーチェリー 35 ７）ハンドボール

２．水泳 ７．自転車 36 ８）ホッケー

5 １）競泳 20 １）トラック 37 ９）卓球

6 ２）飛込 21 ２）ロードレース 38 10）バドミントン

7 ３）水球 22 ３）マウンテンバイク 39 11）ゴルフ

8 ４）シンクロナイズドスイミング 23 ４）ＢＭＸ 40 12）ラグビー

３．体操 ８．ウォータースポーツ 41 13）野球

9 １）体操競技 24 １）ボート競技 42 14）ソフトボール

10 ２)新体操 25 ２）セーリング 43 15）ラクロス

11 ３）トランポリン 26 ３）カヌー ９．混合競技・その他

４．格闘技 27 ４）ダイビング 44 １）近代五種競技

12 １）フェンシング 28 ５）ウインドサーフィン 45 ２）トライアスロン

13 ２）レスリング ９．球技 46 ３）馬術

14 ３）ボクシング 29 １）テニス 47 ４）ウェイトリフティング

15 ４）柔道 30 ２）サッカー １０．委員会推薦

16 ５）テコンドー 31 ３）ビーチサッカー 48 １）アイスホッケー

49 ２）パークゴルフ

1 沖縄県水泳連盟 23 沖縄県フェンシング協会 45 沖縄県グラウンド・ゴルフ協会

2 沖縄県ボート協会 24 沖縄県柔道連盟 46 沖縄県少林寺拳法連盟

3 沖縄県セーリング連盟 25 沖縄県ソフトボール協会 47 沖縄県スケート連盟

4 沖縄県カヌー協会 26 沖縄県バドミントン協会 48 沖縄県障がい者スポーツ協会

5 沖縄県ボウリング連盟 27 一般社団法人沖縄県弓道連盟 ※以下は非競技団体

6 沖縄陸上競技協会 28 沖縄県ライフル射撃協会 49 国頭郡体育協会

7 一般社団法人沖縄県サッカー協会 29 一般財団法人沖縄県剣道連盟 50 ＮＰＯ法人名護市体育協会

8 沖縄県テニス協会 30 沖縄県ラグビーフットボール協会 51 中頭郡体育協会

9 沖縄県ホッケー協会 31 沖縄県アーチェリー協会 52 うるま市体育協会

10 沖縄県ボクシング連盟 32 沖縄県空手道連盟 53 ＮＰＯ法人沖縄市体育協会

11 沖縄県バレーボール協会 33 沖縄県銃剣道連盟 54 宜野湾市体育協会

12 沖縄県体操協会 34 沖縄県クレー射撃協会 55 浦添市体育協会

13 沖縄県バスケットボール協会 35 沖縄県なぎなた連盟 56 ＮＰＯ法人那覇市体育協会

14 沖縄県レスリング協会 36 沖縄県パワーリフティング協会 57 島尻郡体育協会

15 沖縄県ウエイトリフティング協会 37 沖縄県アイスホッケー連盟 58 特定非営利活動法人豊見城市体育協会

16 沖縄県ハンドボール協会 38 沖縄県スキー連盟 59 南城市体育協会

17 沖縄県自転車競技連盟 39 沖縄県山岳連盟 60 ＮＰＯ法人糸満市体育協会

18 沖縄県ソフトテニス連盟 40 沖縄県ゲートボール連合 61 宮古島市体育協会

19 沖縄県卓球協会 41 沖縄県ゴルフ協会 62 八重山郡体育協会

20 沖縄県野球連盟 42 一般社団法人沖縄県トライアスロン連合 63 沖縄県高等学校体育連盟

21 沖縄県相撲連盟 43 沖縄県ダンススポーツ連盟 64 沖縄県中学校体育連盟

22 沖縄県馬術連盟 44 沖縄県武術太極拳連盟 65 一般財団法人沖縄県高等学校野球連盟
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（２）県外基礎調査 

県外調査については、国内競技連盟からみた県内のスポーツ施設及び市町村・競技団

体等の受入体制の実態及び課題、国内競技連盟のスポーツコンベンションの実績・実

態及び課題、沖縄県でのスポーツコンベンション開催ニーズ、県外・海外スポーツコンベ

ンション先進事例等を把握することを目的として、基礎調査を実施した。 

県外調査の概要は下記のとおりである。 

 

調査対象 国内競技連盟（41 競技） 

調査項目 

スポーツコンベンション先進事例 

スポーツコンベンションの実績・実態 

スポーツコンベンション開催ニーズ 

調査方法 郵送による自己記入式アンケート及び電話ヒアリング 

回収票数／回収率 39 票／95.1％ 

 

 

（３）県内基礎調査 

県内調査については、県内のスポーツ施設等の状況及び市町村・競技団体等の受入体

制の実態及び課題、スポーツコンベンションの実績・実態及び課題、県内市町村等のスポー

ツコンベンション開催ニーズ等を把握することを目的として調査を実施した。 

調査は、競技団体、全市町村宿泊施設を対象としたアンケート調査及び、一部、競技団体

等及び市町村へのヒアリング調査を実施した。 

 

①競技団体等調査 

①－１ 競技団体アンケート調査 

アンケート調査の概要は下記のとおりである。 

 

調査対象 沖縄県体育協会の加盟団体（全 65 団体） 

調査項目 

県内のスポーツ施設等の状況 

市町村の受入体制 

スポーツコンベンションの実績・実態 

スポーツコンベンション先進事例 

スポーツコンベンション開催ニーズ 

調査方法 
E メールによるエクセル形式の自己記入式アンケート送信 

※一部競技団体に対してはヒアリング実施 

回収票数／回収率 37 票／56.9％ 
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①－２ 競技団体等ヒアリング調査 

第１回委員会の結果を踏まえ、各競技団体に県内のプロチーム等を加えた合計 15団体

を対象としてヒアリングを実施した。 

 

一般社団法人沖縄県サッカー協会、沖縄県野球連盟、沖縄県ソフトボール協会、 

沖縄県空手道連盟、沖縄空手・古武道連盟、沖縄県空手道連合会、 

沖縄県障がい者スポーツ協会、一般社団法人沖縄県トライアスロン連合 

沖縄県硬式野球連盟、沖縄県バレーボール協会、沖縄県自転車競技連盟、 

沖縄県ゴルフ協会、（株）琉球コラソン、沖縄バスケットボール（株）、琉球フットボールク

ラブ（株） 

 

②市町村調査 

②－１ 市町村アンケート調査 

アンケート調査の概要は下記のとおりである。 

 

調査対象 県内全市町村（41 市町村） 

調査項目 

県内のスポーツ施設等の状況 

市町村・競技団体等の受入体制 

スポーツコンベンションの実績・実態 

スポーツコンベンション開催ニーズ 

調査方法 郵送による自己記入式アンケート 

回収票数／回収率 41 票／100.0% 

 

②－２ 市町村ヒアリング調査 

国内または海外のプロチーム等の受入がすでにある市町村を対象として 22市町村に先

行ヒアリングを実施した。 

 

北部 国頭村、本部町、名護市、恩納村、宜野座村、金武町 

中部 読谷村、嘉手納町、うるま市、沖縄市、北谷町、中城村、宜野湾市、浦添市  

南部 那覇市、豊見城市、八重瀬町、糸満市、南城市 

離島 宮古島市、石垣市、久米島町 
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③宿泊施設調査 

県内での基礎調査については、受入体制の実態及び課題、スポーツコンベンションの

実績・実態及び課題、県内市町村等のスポーツコンベンション開催ニーズ等を把握するこ

とを目的として、宿泊施設へのアンケート調査を実施した。 

調査概要は下記のとおりである。 

 

調査対象 沖縄県ホテル組合加盟の宿泊施設 282 件 

調査項目 
市町村・競技団体等の受入体制 

スポーツコンベンションの実績・実態 

調査方法 郵送による自己記入式アンケート 

回収票数／回収率 80 票／28.4％ 

 

 

２．４ 詳細調査の実施 

（１）調査目的 

基礎調査を踏まえ、スポーツコンベンション誘致拡大に向けた課題や条件及び今後の可

能性等をより具体的に把握することを目的として、対象競技を絞り込んだうえで詳細調査を実

施した。 

県外・県内基礎調査結果を踏まえ、平成 26 年 12 月３日（水）に開催した第２回スポーツコ

ンベンション誘致戦略構築検討委員会での議論を経て、沖縄県でのスポーツコンベンション

拡大へ向けて、詳細調査を実施する６競技を選定した。詳細調査対象競技は下記の６競技

である。 

 

１．野球       ２．陸上        ３．自転車（ロードレース） 

４．トライアスロン  ５．ビーチサッカー ６．空手 

 

（２）県外詳細調査 

県外詳細調査は、国内競技連盟及び海外競技連盟を対象としてヒアリング調査を実施し

た。 

 

① 国内競技連盟詳細調査 

競技連盟及びスポーツチームを対象として、①競技に限らず沖縄側として共通して支援

を検討できる内容、②競技ごとに支援を検討できる内容、③競技ごとの沖縄の「受け入れ

体制」を提示することで、今後のより具体的な誘致可能性と課題を把握するとともに、調査

活動自体を競技連盟との関係強化に繋げることを目的として、ヒアリング調査を実施した。 
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調査概要は下記のとおりである。 

 

調査対象 

野球 ： 一般財団法人 全日本野球協会 

陸上 ： ミズノ株式会社スポーツプロモーション部ミズノトラッククラブ 

自転車 ： 公益財団法人 日本自転車競技連盟 

トライアスロン ： 公益財団法人 日本トライアスロン連合 

ビーチサッカー ： 東京レキオス BS 

空手 ： 公益財団法人 全日本空手道連盟 

調査項目 

各支援検討内容、沖縄の受入体制を提示したうえで下記項目を調査 

・沖縄におけるスポーツコンベンションの実績 

・スポーツコンベンションにおける沖縄への評価・課題 

・今後の沖縄でのスポーツコンベンション開催意向・誘致条件 

調査方法 対面ヒアリング 

 

② 海外競技連盟詳細調査 

海外の競技連盟（またはそれに匹敵するような組織）を対象として、通常チーム合宿を行う

際の宿泊・移動手段等の基礎情報、日本での合宿有無やオリンピック事前合宿に向けた取り

組み、沖縄（及び日本）での合宿への興味や条件を整理し、今後の沖縄県におけるスポーツ

コンベンション誘致へ向けた課題や可能性を把握することを目的として、調査を実施した。 

調査概要は下記のとおりである。 

 

調査対象 

５競技 13 か国 

 ・野球 ： イタリア／オランダ／台湾／香港 

 ・陸上 ： スウェーデン／ケニア／南アフリカ共和国 

 ・自転車： デンマーク／オランダ 

 ・トライアスロン ： ロシア／スウェーデン 

 ・ビーチサッカー： イタリア／ロシア 

調査項目 

他国でのスポーツコンベンション実績・実態 

沖縄（及び日本）での合宿有無と感心 

2020 年東京オリンピック直前合宿への取組状況 

スポーツコンベンション開催条件 

スポーツコンベンションの実績・実態 

調査方法 電話及び E メールによるヒアリング 
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（３）県内詳細調査 

①競技連盟調査 

基礎調査でスポーツコンベンションの受入実績のある市町村及び競技連盟へのアンケ

ート調査・ヒアリング調査を実施していることから、第３回委員会での意見を踏まえて、今後

の県内におけるスポーツコンベンション誘致へ向けた課題や可能性を具体的に把握するこ

とを目的として、主要競技への追加ヒアリング調査を実施した。 

 

沖縄陸上競技協会、一般社団法人沖縄県サッカー協会、 

沖縄県サイクルスポーツ振興協会、沖縄県自転車競技連盟、 

一般社団法人沖縄県トライアスロン連合、沖縄県バレーボール協会 

 

②その他調査実施内容 

   今後スポーツコンベンションを拡大していくうえで必要と考えられる下記内容の整理及び

調査を実施した。 

 

１）県内の今後の主なコンベンション施設建設計画と施設規模の整理 

２）競技ごとのシーズンスケジュールの整理（詳細調査対象競技） 

３）スポーツコミッション沖縄へのヒアリング調査 
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３．スポーツコンベンション誘致戦略検討委員会の設置・運営 

３．１ 検討委員会の概要 

（１）設置目的と検討内容 

本県のスポーツコンベンション誘致を拡大発展させるため、県内・県外・海外におけるスポ

ーツコンベンションの実態を把握し、協議を行ったうえで、本県のスポーツコンベンション誘致

の戦略策定をすることを目的にスポーツコンベンション誘致戦略構築検討委員会を設置し

た。 

 

（２）委員会委員 

本事業の委員会委員の選定については、県の観光情勢や、県内外や海外のスポーツ事

情に知見を有する者とし、スポーツ関連団体関係者、観光関連団体関係者、産業振興団体

関係者、学識経験者、その他、委員長が認めた者とし、下記名簿のとおりとした。 

 

検討委員 

（順不同） 
氏名 機関名 役職名 

武藤 泰明 早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

嘉手苅 孝夫 沖縄県文化観光スポーツ部 文化スポーツ統括監 

屋良 朝治 
一般財団法人 沖縄観光 

コンベンションビューロー 

事務局長 

兼企画総務部長 

翁長 良成 公益財団法人 沖縄県体育協会 副会長 

白石 武博 
一般社団法人  

沖縄県レンタカー協会 
会長 

知花 靖 国頭村 企画商工観光課 課長 

中山 哲郎 
一般社団法人 日本スポーツ 

ツーリズム推進機構 
事務局長 

 

※委員長／早稲田大学スポーツ科学学術院 武藤 泰明 教授 
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３．２ 検討委員会の開催 

（１）第１回検討委員会の開催 

①開催概要 

日時 ： 平成 26 年８月 20 日（水） 13：00～17：00 

会場 ： 沖縄タイムスビル５階 会議室３ 

参加委員 ：  

（委員長） 武藤 泰明   早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

（委員）   嘉手苅 孝夫  沖縄県文化観光スポーツ部 文化スポーツ統括監 

白石 武博    一般社団法人沖縄県レンタカー協会 会長 

       知花 靖      国頭村 企画商工観光課 課長 

          中山 哲郎   一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 事務局長 

（委員代理）照屋 美奈子 一般財団法人沖縄観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ企画総務部主任 

        安次富 均  公益財団法人 沖縄県体育協会 事務局長 

 
 

②議事次第 

１．各委員紹介 

２．事業説明 

３．スクリーニング（現況）調査結果報告／意見集約 

４．基礎調査競技の選定 

５．オリンピック事前合宿誘致について 

６．基礎調査項目の検討 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

③ 議事要旨 

 県外調査について、国外競技連盟の情報は各競技により温度差があり、全競技を一

律にすることは難しいだろうが、委員の持つネットワークを活用しつつ、最大限の情報
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を収集できるよう努める。 

 県内調査については、ヒアリング先へのフォローに努めるとともに、関係作りについて

の視点も考慮し調査する。インフラ（宿泊・交通）、医療、トレーニング施設（プール等）

についても追加する。市町村として障がい者スポーツにどう取り組むかも聞いていく。 

 人脈調査は、競技連盟で役職に就いているか、国外競技連盟とのネットワークを持っ

ているかを把握したうえで、可能性のある競技については重点的にヒアリングを行う。 

 各競技連盟の人員体制不足については状況を踏まえつつ求める支援等について聞

く。 

 競技ごとの受入可能な時期や、県に何を求めるかについても追加し調査する。 

 スクリーニング調査を行ったうえで 47 競技に、「アイスホッケー」「パークゴルフ」を加え

た 49競技を調査対象競技として選定するが、県外競技連盟調査については 41競技

を対象として基礎調査を実施し、県内競技連盟調査については 49競技に限らず、沖

縄県体育協会加盟団体 65 団体を対象として調査を実施する。  
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（２）第２回検討委員会の開催 

①開催概要 

日時 ： 平成 26 年 12 月３日（水） 9：30～11：30 

会場 ： 株式会社 海邦総研 研修室 

参加委員 ： 

（委員長） 武藤 泰明 早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

（委員）   嘉手苅 孝夫 沖縄県文化観光スポーツ部 文化スポーツ統括監 

          屋良 朝治 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 事務局長 

          翁長 良成 公益財団法人沖縄県体育協会 副会長 

       知花 靖 国頭村 企画商工観光課 課長 

          中山 哲郎 一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 事務局長 

 （欠席）  白石 武博   一般社団法人沖縄県レンタカー協会 会長  

 

 

②議事次第 

１．国内スポーツコンベンション動向について 

２．県外・県内基礎調査 結果報告  

・県外調査、県内調査の結果報告 

・県外調査、県内調査の比較 

３．詳細調査対象競技の抽出について 

４．今後の進め方について 

５．スポーツコンベンション支援メニューの検討 
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③議事要旨 

【詳細調査について】 

 詳細調査対象については、競技を絞るという訳ではなく、国外、国内競技団体への

調査を重点的に行う競技とする。 

 施設を建築する中で、体育施設に関する専門家がいない。アリーナを建設するので

あれば、各市町村において各競技が求める要件を早めに収集・共有するべき。 

 スポーツの競技シーズンも調査する必要がある。各市町村の次年度に向けた調整

期間が１月に行われるため、そこを含めて動く必要もある。 

 国外競技連盟調査については、海外で可能性ある競技を見出すための調査を実

施。 

 国内競技連盟調査にでは、県としての支援メニューや環境情報を提示することも含

め、具体的な可能性を見出すための調査とする。 

 詳細調査対象競技は、「野球」「陸上」「自転車（ロードレース）」「トライアスロン」「ビー

チサッカー」「空手」の６競技とする。 

 

【スポーツコンベンション支援メニューの検討】 

 特定の競技を誘致することで経済的、社会的効果が見込まれるものであれば、大会

開催経費にお金を支援する等もあり得る。 

 運営費用に対する補助は限りがない。交通、宿泊、減免等の対応や相談窓口となる

人材育成、通訳等のソフト的な支援を充実することが重要。金銭的な支援を行うと、

他県とのお金の繰り上げ合戦になるだけで、目指すべき方向としては理想的ではな

い。 

 本格的に戦略通り推進する際には、ディレクター等を設置し、各市町村や協議団体

との調整や誘致に向けた情報提供を行う等を実施していく必要がある。 

 ボランティア体制や、自治体に各専門職員１名等の設置をお願いするのは負担。ま

た、競技団体の職員も高齢化が進んでいる。スポーツコミッション推進を軌道に乗せ

た次は、ディレクターのみでなく若い人材を育て、体制を整えることが必要。その意

味でも「教育／人材育成」が重要である。 
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（３）第３回検討委員会の開催 

①開催概要 

日時 ： 平成 27 年２月 18 日（水） 10：00～12：00 

会場 ： 株式会社 海邦総研 研修室 

参加委員 ： 

（委員長） 武藤 泰明 早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

（委員）   屋良 朝治 一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 事務局長 

          翁長 良成 公益財団法人沖縄県体育協会 副会長 

          中山 哲郎   一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 事務局長 

    （委員代理)渡久地 一浩 沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課 課長 

（欠席）  白石 武博   一般社団法人沖縄県レンタカー協会 会長 

       知花 靖     国頭村 企画商工観光課 課長  

 

②議事次第 

１．県外・県内詳細調査 結果報告 

・県外詳細調査、県内詳細調査の結果報告 

・調査全体総括 

２． 沖縄県スポーツコンベンション誘致戦略の協議 

・誘致戦略素案の共有 

・誘致戦略の協議 

３． 第４回委員会の開催案内 
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③議事要旨 

 スポーツコンベンション誘致については 30 年以上の実績がある中、戦略策定ではな

く戦略構想で終わってしまわないか懸念される。これまでの実績を踏まえたうえで具

体的行動計画、今後の戦略を落とし込むべき。 

 誘客と受入の２点が重要となる。競技団体や各市町村の温度差も調査結果からわか

るように、市町村単独で行うことは難しいため、広域連合や各市町村で連携した取組

を沖縄県が支援する形が重要。その点も戦略内に落とし込んでほしい。 

 今後は戦略を踏まえたうえでどの国・競技から誘致するほうが沖縄にとって有益にな

るかを検討し、アプローチすることが重要になるかと考える。 

 誘致するために必要なノウハウ等を持ち合わせた人材が必要になるので、人材育成

も重要になるかと考える。その点も戦略の中に落とし込んでいくべき。 

 調整機能であるスポーツコミッション沖縄があったうえで、戦略が具体化すると考える。

そこも踏まえて戦略に落とし込んでいただきたい。 

 沖縄県の地域総合型スポーツの実態を調べる中、地域ごとの施設不足や専門人員

の不在が大きな問題であった。その実態を解決しないことには、地域や団体からの

協力が得られない。そこを話し合う必要がある。 

 ノウハウも戦略内に落とし込み、戦略に沿って勉強会を開催する等を行えればと考

える。また、マスコミをうまく利用するべき。TV 放映されることで競技や大会自体の認

知度が高くなる。 
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（４）第４回検討委員会の開催 

①開催概要 

日時：平成 27 年３月 18 日（水） 13：30～15：30 

会場：沖縄県庁６階 第２特別会議室 

参加委員 ： 

（委員長）  武藤 泰明 早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

（委員）    嘉手苅 孝夫 沖縄県文化観光スポーツ部 文化スポーツ統括監 

           翁長 良成   公益財団法人沖縄県体育協会 副会長 

           白石 武博   一般社団法人沖縄県レンタカー協会 会長 

  (委員代理) 米谷 保彦 一般財団法人沖縄観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ 企画広報課長 

         前田 浩也 国頭村 企画商工観光課 係長 

（欠席）    中山 哲郎 一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 事務局長 

         

 

②議事次第 

１．スポーツコンベンション誘致戦略書の協議 

  【Ⅰ．スポーツコンベンション誘致戦略策定に向けての情報整理】 

  ・修正箇所説明  

  ・修正内容協議  

２．スポーツコンベンション誘致戦略書の協議 

 【Ⅱ．スポーツコンベンション誘致戦略骨子】 

  ・修正箇所説明  

  ・誘致戦略説明 

  ・誘致戦略協議  

３．沖縄県スポーツコンベンション誘致戦略書の承認 

４．総評 
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④ 議事要旨 

 県が推進するバスケットボールやハンドボールは調査内容での評価は変えずに積極

的に誘致を検討すべき競技として戦略に加える。 

 支援メニューの後半部分で経済性等を鑑みて行う等を明記してはどうか。スポーツツ

ーリズムの経済効果が見えるといい。 

 県内ホテルは、２月はオーバーブッキングで厳しい。特に、プロ野球キャンプやサッ

カーキャンプで長期滞在する方が多いため、部屋の確保ができない。現在の問題と

平成 32 年に向けた問題は分けて考えるべき。 

 オリンピックレガシーを作っていくことはもちろんだが、平成 32年以降をどうしていくか

が最も重要。滑走路も同じ契機で出てくる問題なので、そこも書き分け、考え方を示

していく。県としての中期計画に沿って書き分けてはどうか。 

 平成 33 年の（沖縄観光推進）ロードマップに記載する内容（入域観光客数 1,000 万

人、観光収入１兆円）も関係してくるかと考える。滑走路についてもロードマップで明

記している。沖縄県の観光計画との連携も記載していくべき。 

 県民の理解を得るための啓発活動に主軸を置くべきと考える。それがウェルカムポリ

シーに繋がる。それができなければ、スポーツと交流人口はうまくマッチしない。 

 前段では、障がい者スポーツを取り扱いつつ、詳細調査を実施した結果、戦略・重

点競技に入っていないだけであるが、後半で他競技と同様に抜けているのはおかし

い。県内市町村の取組状況は把握しているので、そこも踏まえ追記する方向で進め

る。 

 サッカーやバスケットボール、ハンドボールが明記されていない点については、当委

員会に出ている人であればわかるものの、本戦略書が世に出た際に勘違いを招い

てしまう恐れがあるためその点についても留意すべき。 

 野球もオリンピック競技になるか確実でない。競技を詳細に記載し縛る必要はない。

例えば、国際大会の誘致も競技ごとにより可能性が異なる。そこをサポートする旨に

ついて記述したほうが良い。 

 重点・戦略競技だけでなく、全ての競技に対してスポーツコンベンションの拡大を図

りまた県として支援していくことを明記する。 
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４．スポーツコンベンション誘致戦略の構築    

４．１ 沖縄県スポーツコンベンション誘致戦略構築の手順 

本事業において、下記の流れで調査及び検討委員会を開催し、検討事項、調査結果等を

踏まえ、委員会での意見を集約したうえで、「沖縄県スポーツコンベンション誘致戦略」を作成

した。 

 

【事務局】  

事前調査の実施・基礎調査案作成 

 県内・県外スクリーニング調査の実施 

 基礎調査設計 

 

本格的な調査実施に向けて、既存のデータ等の情報を整理することを目的として、スクリー

ニング調査を行い競技ごとのスポーツコンベンションに関する現況等を整理した。 

 

 

 

【第１回委員会】 

①スクリーニング（現況）調査結果報告／意見集約 

②基礎調査競技の選定 

③オリンピック事前合宿誘致について 

④基礎調査項目の検討 

 

スクリーニング調査結果も踏まえ、委員会の場で、調査内容及び調査対象競技について検

討し、基礎調査の実施に向けて意見の集約を行った。 

 

 

 

【事務局】 基礎調査の実施 

①県外基礎調査 

 国内競技連盟アンケート調査及び電話ヒアリングの実施 

②県内基礎調査 

 市町村アンケート及びヒアリング実施 

 体育協会加盟の競技団体アンケート及びヒアリング実施 

 宿泊施設アンケート実施 

 

第１回委員会での検討結果を踏まえ、基礎調査を実施し、県内のスポーツ施設等の状況

及び市町村・競技団体等の受入体制の実態及び課題等、県内・県外・海外のスポーツコンベ

ンションの実績及び課題等、県内のスポーツコンベンション開催ニーズ等を再整理した。 
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【第２回委員会】 

①県外・県内基礎調査 結果報告  

 県外調査、県内調査の結果報告 

 県外調査、県内調査の比較 

②詳細調査対象競技の抽出について 

③今後の進め方について 

④スポーツコンベンション支援メニューの検討 

 

基礎調査結果も踏まえ、委員会の場で、調査内容及び調査対象競技について検討し、詳

細調査の実施に向けて意見の集約を行った。 

 

 

 

【事務局】 詳細調査実施 スポーツコンベンション誘致戦略骨子作成 

①県外・海外詳細調査 

 国内競技連盟調査実施（６競技、対面ヒアリング） 

 海外競技連盟調査（５競技 13 カ国、電話及びメールによるヒアリング） 

②県内詳細調査 

 市町村及び県内競技団体ヒアリング調査実施 

 情報整理 

ⅰ．県内の今後の主なコンベンション施設建設計画と施設規模の整理 

ⅱ．詳細調査対象競技における競技ごとのシーズンスケジュールの整理 

ⅲ．スポーツコミッション沖縄へのヒアリング 

 

第２回委員会での検討結果を踏まえ、詳細調査を実施し、県内のスポーツ施設等の状況

及び市町村・競技団体等の受入体制の実態及び課題等、県内・県外・海外からのスポーツコ

ンベンションのニーズ等を再整理し、「沖縄県スポーツコンベンション誘致戦略骨子（案）」及

び「ロードマップ（案）」を作成した。 

 

 

 

【第３回委員会】 

①県外・海外・県内詳細調査 結果報告及び調査全体総括 

②沖縄県スポーツコンベンション誘致戦略の協議 

 

基礎調査及び詳細調査等の結果を踏まえるとともに、誘致戦略策定に向けて戦略の骨子

について協議を行った。 
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【事務局】 スポーツコンベンション誘致戦略（案）作成 

 スポーツコンベンション誘致戦略（案）作成 

 

第３回委員会での検討結果を踏まえ、委員の意見を集約し、「沖縄県スポーツコンベンショ

ン誘致戦略骨子（案）」及び「ロードマップ（案）」を作成した。 

 

 

 

【第４回委員会】 

①スポーツコンベンション誘致戦略書の協議 

 【Ⅰ．スポーツコンベンション誘致戦略策定に向けての情報整理】 

 【Ⅱ．スポーツコンベンション誘致戦略骨子】 

②沖縄県スポーツコンベンション誘致戦略書の承認 

 

委員会での検討結果及び各委員の意見を踏まえ、「沖縄県スポーツコンベンション誘致戦

略（最終案）」を修正及び加筆し、委員会後に最終案の承認を得た。 

 

 

 

【沖縄県】 

沖縄県スポーツコンベンション誘致戦略策定 
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参考資料 

１．県内基礎調査アンケート調査票 

（１）市町村 調査票 
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30 



 

31 



 

32 



 

33 
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（２）競技団体 調査票 

 



 

35 

 



 

36 

 



 

37 

 



 

38 

 



 

39 

 



 

40 

 

  

Ｑ26．

優れている点：

劣っている点：

制度名：

支援内容：

制度名：

支援内容：

Ｑ28．

アンケート票は回答後、海邦総研・瀬川（以下のアドレス）まで返送ください。

⇒

調査締め切りは、10月8日です。

質問は以上となります。ご協力ありがとうございました。

sonshu_segawa@kaiho-ri.jp

スポーツコンベンション実施の際、活用されている助成制度などがあればご記入ください。Ｑ27．

今後、多くのスポーツコンベンションを沖縄県で開催していくために、沖縄県に求めることはありま

すか。ご自由にご記入ください。

本土の他地域と比較して、沖縄県が、スポーツコンベンションの開催場所として優れている点、劣っ

ている点について、ご記入ください。（回答例：気候が温暖、本土から遠く渡航費が高額　など）



 

41 

（３）宿泊施設 調査票 

 

 



 

42 

 



 

43 

 



 

44 
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２．県外調査アンケート調査票 

（１）国内競技連盟 基礎調査票 

 

 

問１ 回答者プロフィール

沖縄県　スポーツ・ツーリズム 調査個票

総合評価

沖縄への大会誘致の可

能性

海外からの誘致

沖縄への

ナショナルチーム

レベルでの

キャンプ・合宿誘致

沖縄への学生、実業団

レベルでの

キャンプ・合宿誘致

電話番号 E-mail

沖縄での

オリンピック事前

合宿誘致

団体名

担当部署名 回答者名
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問２  貴団体のトップ選手・チームの合宿の状況についておうかがいします。

海外のトップ選手・チームについても状況をご存知でしたらぜひお聞かせください。

※以上、１～６はJSTAヒアリングでカバーされている内容

６）合宿費用負担
が必要かどうか

７）メディカル・

ケア：
医療機関へのアクセ

ス、

多言語対応を重視す

るかどうか

３）競技用品等の
運搬方法

４）競技施設：
実際の大会で使用す

る用品と同じ会社の

用品を使用して練習

できるかどうか、

競技施設の大きさは

どのくらいが適当

か、

トレーニング施設

（高地トレーニング

５）その他：
練習相手の必要性、

治安、ボランティア

の必要性、通訳、気

候、競技施設以外の

施設の必要性（娯楽

施設）

1）宿泊施設：

食事

２）交通手段：
空港からの距離と交

通手段、

東京までの距離と交

通手段、

宿泊施設から競技施

設までの距離と交通

手段
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問６ 2020年東京オリンピックに向けて、合宿候補地の自治体にどのようなことを期待されますか。

それぞれについて、どのくらい重要と考えるかを、１～10の数字でお答えください。

重要度

ワン・ストップで相談できる窓口の設置

知識・経験のあるコーディネーターの配置

施設使用料減免

インターネットなどで、誘致活動に関する最新情報の発信

各競技に特化した積極的な個別の情報提供

JOCパートナー都市協定の締結

海外競技連盟と直接の連絡調整実施

通訳などボランティア派遣

その他、重視されることがあればお知らせください。

質問は以上で終了です。
ご協力いただきまして、誠に有難うございました。
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（２）国内競技連盟 詳細調査票 

 
（一例：野球） 

回答者プロフィール

※宿泊　宿泊施設アンケートで受け入れ希望時期が25％以上・・・〇　10％～25％未満・・・△　１０％以下・・・・×

沖縄県　スポーツ・ツーリズム 国内詳細調査

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ☓ ☓ △ △ ◯ ◯

団体名

担当部署名 回答者名

電話番号 E-mail

種目

県内体制

受入時期

宿泊

共通支援検討状況内容

個別対応内容

個別検討内容

１．天然芝のグランド

２．offシーズンの強化合宿を行っていきたい。ただし、シーズン中は、練習相手が沖縄電力しかおらず、

なかなか練習試合を組むことが難しい。練習相手の確保

３．海外のチームは2週間くらい前に来日し、時差調整するので、滞在期間が長い。その期間同じ環境の提

供を期待

４．海外のチームの滞在費の支援。キューバなどになると、渡航費も持つことが求められるのでその支援

５．大会を誘致する場合は、地元で通訳の手配も必要。必要な言語としては、英語、スペイン語、中国

語、韓国語

NFが期待していること 沖縄側で検討できること

検討１：空港から競技場、宿泊場への交通支援
・空港から競技場、宿泊場への送迎バス
・競技場と宿泊場を結ぶ連絡バス

検討２：宿泊に関する支援補助

検討３：設備利用の充実
・競技に応じた備品（高酸素マスクなど）
・消耗品の充実
・使用施設利用金額の減免

検討４：受入体制の充実
・対戦相手、審判の手配
・コーディネートできる専門スタッフの随行
・宿泊現地におけるガイド人の対応

立地・気候

練習環境

宿泊環境

沖縄は亜熱帯海洋性気候に属し、年平均気温は23度前後。冬場の平均気温も17度であり、国内他地域と比較してかなり暖かくス

ポーツキャンプ・合宿には絶好のトレーニング地となっている。特に冬場の２月～3月のキャンプ・合宿は、プロ野球団およびアマ

チュア・大学チームと数多くのチームがキャンプに訪れており、すでに過密な状況にある。

なお、3～６月は雨が比較的多く、特に5～６月は梅雨。

野球場60施設を有する。なかには雨天時用屋内施設、隣接サブグラウンド、トレーニングルーム、中にはプールも備えるものもあ

り、プロがキャンプを張れる設備が整っており、実績も十分に備えている。セルラースタジアムはプロの公式戦が開催できるレベル

のスタジアムであり、宜野座村の野球場は、天然芝で管理も徹底されているなど、施設面では、十分に受入が可能であり、プロ野球

の受入実績から韓国球団および実業団、学生まで合宿・キャンプの受入についても確立している。

沖縄本島北部・西海岸エリアのリゾートホテルをはじめ一定規模の宿泊施設から小規模の施設まで多様な施設が多く立地している。
プロ野球キャンプ（国内・海外）の受入の実績も豊富であり、宿泊施設の対応が確立されている。

宿泊時の対応は、食事も含めて柔軟に対応が可能な施設が数多く立地しており、その評価も高い。韓国球団も含めてホテル側も秋・

冬のスポーツコンベンションの受入に積極的なホテルも多い。

地元交流

野球が盛んな地域も多く、広く県民に親しまれているスポーツである。プロ野球キャンプの開催時にも、少年野球教室が開催されて

いるほか、開催地での歓迎イベントなども催されている。また、プロ野球OB等も含めてプロの指導による野球教室や個別の学校訪

問なども盛んに行われている。

青少年の育成を目的にスポーツコンベンションを受け入れる市町村も多く、プロ・アマ問わずに地元地域との交流が行われている。

10月1月 2月 3月 4月 5月

１の天然芝のグラウンド

は、繁忙期以外であれば

可能。

5の通訳に関して、英語

の通訳は豊富であるため

可能。

条件提示内容

野球（プロを除くクラブチーム、学生レベル）

シーズン（リーグ戦など）

シーズン終了後2か月感は、リーム活動禁止

全国大会な

ど

自主ト
レ

時期

自主ト
レ

オープン戦

キャンプ

練習試合な

ど

11月 12月6月 7月 8月 9月
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（３）海外競技連盟 調査票 

 

 

 

 

沖縄県　スポーツ・ツーリズム 調査個票

問１ 回答者プロフィール

問２  貴団体のトップ選手・チームの合宿の状況についておうかがいします。

海外のトップ選手・チームについても状況をご存知でしたらぜひお聞かせください。

７）メディカル・ケア：

４）競技施設：

５）その他：

６）合宿費用負担が必要
かどうか

1）宿泊施設：

２）交通手段：

３）競技用品等の運搬方

法

沖縄へのナショナルチーム
レベルでのキャンプ・合宿誘致

△

総合評価 ○

電話番号 E-mail

沖縄での

オリンピック事前
合宿誘致

×

団体名

国名

担当部署名 回答者名
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