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１．本事業実施にあたっての「基本的考え方」

   （１）スポーツ・ツーリズム戦略推進事業の全体像

 平成２３年度の沖縄県における「スポーツ・ツーリズム戦略推進事業」は、沖縄のスポーツ・

ツーリズムの先進的取り組みと、国が主導をして推進をしている、日本のスポーツ・ツーリズム

の推進基本計画をふまえ、それらのノウハウや資源を活用しながら、活動を行っていくことが前

提となる。

そのうえで、本事業では、モデル事業の公募、実施委員会の設置・運営、モデル事業に対する支

援を行い、沖縄において、今後拡大が見込めるスポーツ・ツーリズムの種を育て、具体的な事例

を作り上げていくことで、スポーツ・ツーリズムの推進を行い、将来的なスポーツ・ツーリズム

の定着化、スポーツ・ツーリズムによる沖縄観光の発展に寄与をしていくことを目指す。

沖縄のスポーツ･ツーリズムの先進的取り組み

日本のスポーツ･ツーリズムの推進基本方針

・ 民間主導による「 スポーツツーリズム沖縄実行委員会」 の立ち上げ

・ 県による沖縄の地域特性を活用した「 スポーツ・ ツーリズム推進事業」

・ 国（ 観光庁） 主導による「 スポーツ･ツーリズム推進連絡会議」 の開催

・ 「 スポーツツーリズム推進基本方針」 の策定による広がり

民間等を事業主体として実施する、 新たなスポーツ・ イベント やスポーツを活用した旅
行メ ニューの開発、 プロモーショ ンの実施等、 各種プロジェ クト を公募し 、 支援。

スポーツ･ツーリズム
モデル事業の公募

スポーツ･ツーリズム
実施委員会の設置・ 運営

スポーツ･ツーリズム
モデル事業に対する支援

・ 公募要領の作成
・ 広報・ 周知
・ 提案受付 など

①委員会の開催（ 設置、 運営）
※２ 回実施、 運営に関する業務
②選定業務 基準作成など

①助成金交付 一切の業務
②広報宣伝等
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１．本事業実施にあたっての「基本的考え方」

   （２）沖縄観光の現状と課題と、沖縄のスポーツ資源や環境

スポーツ･ツーリズムの振興に向けた推進事業を実施する前に、現状での沖縄観光をとりまく状況

と、沖縄におけるスポーツ資源や環境を理解した上で、沖縄県にとって最適なスポーツ･ツーリズ

ムのあり方を考察していく必要がある。

【沖縄観光の現状と課題】

＜観光客の特徴と課題＞

・ピークとオフでは１５～２０万人の差があり、年間での安定感に欠けている

・首都圏など大都市圏の誘客が主であり、新幹線開業による旅行行動変化も懸念材料

・消費単価が平成 21 年に対前年で 16.4％減少し、インバウンドの強化も求められる

・リピート率は１０年で２６％上昇している中、新たな観光素材の開発が急務

＜観光客の受け皿の特徴と課題＞

・国際線定期便は、台北、ソウル、上海、香港のみでありインバウンド獲得としては東 

 アジア地区に寄っている

・羽田の国際化と、沖縄－羽田便の安定した便数により羽田経由の誘客に期待が持てる

＜宿泊施設の現状と課題＞

・地元資本の県内宿泊施設は小規模かつ老朽化した施設が多く、競争力の面で課題がある

・閑散期に毎年繰り返し来沖するスポーツコンテンツなどの取り組みが求められる

・新たな観光魅力でリピーターを獲得することで小規模施設への経済効果が求められる

＜観光人材の育成の現状と課題＞

・「観光人材育成センター」を設置したが、従来型観光の人材育成に限られている

【沖縄のスポーツ資源、スポーツ環境の現状】

＜沖縄のスポーツ資源＞

沖縄のプロチームはサッカーとバスケットのみだが、野球、ゴルフ、ボクシングなどで著名選手

と輩出。また、ビーチスポーツやトライアスロン、空手などが有望

＜沖縄のスポーツ環境＞

野球場はプロ野球キャンプにより設備が行き届いているが、サッカー場の設備整備は遅れている

空手専門施設の整備やビーチスポーツ環境整備などのインフラ整備も不十分である

＜公共スポーツ施設設置数＞

・県内に５１８の屋内施設も含めた各種スポーツ施設があり、更なる活用が期待できる

＜その他＞

・県内スポーツ振興に寄与する組織も各スポーツにあり連携強化が期待される

・スポーツ、伝統運動文化、レクリエーションなど数々の大会が開催されている
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１．本事業実施にあたっての「基本的考え方」

   （３）沖縄におけるスポーツ・ツーリズム推進のゴールイメージ

 沖縄における、スポーツ・ツーリズムのゴールイメージは、沖縄ならではのスポーツが楽しめ

る、より目的型の観光地の実現にあると考える。その姿として、「スポーツ・ツーリズム・アイラ

ンド OKINAWA」を目指していく。

 沖縄の持つ、自然環境、歴史・伝統、温暖な気候、スポーツ資源、マリンリゾートなどの「観

光力」をスポーツ・ツーリズムのコンテンツで掘り下げ、その魅力を最大活用しながら国内外に

アピールし、沖縄に来ないと得られない感動を旅行者に提供する。

 そして、スポーツ・ツーリズムの定着化を図り、沖縄観光課題解決や振興と、ひいては沖縄県

の地域活性化に貢献し、経済効果の波及と、雇用の創出に寄与していくことが目的である。

スポーツ・ツーリズム
の推進による観光の発展

スポーツ・ ツーリズム アイランド OK I NAW A

沖縄ならではのスポーツが楽しめる観光地の実現

沖縄におけるスポーツ・ ツーリズムの定着化

沖縄の持つ課題を観光振興により解決してく 、 有効な手段がスポーツ・ ツーリズム

歴史・伝統

自然環境 温暖な気候

マリンリゾート スポーツ資源

スポーツを通じて沖縄の魅力を伝え、 国内、 海外からの観光客を誘引する

沖縄県の地域活性化に貢献していく

沖縄観光の振興
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１．本事業実施にあたっての「基本的考え方」

   （４）本事業を実施するにあたっての基本方針

 沖縄のスポーツ・ツーリズムの推進に向け、「スポーツ・ツーリズム・アイランド OKINAWA」

を目指すための基本方針を策定し、本業務の業務実施を行った。

 基本方針では、沖縄の持つ「観光力」を活用すること、それらの沖縄ならではの魅力をもとに

した、沖縄の持つ課題解決に寄与をしていくこと、そして、スポーツを通じて沖縄の魅力を発信

していくことを中心的な指針として業務を進めることとし、この基本方針に則り、委員会の設置

や選定業務、事業採択を行ってきた。

結果として、それぞれの採択事業が異なるスポーツコンテンツや手法ではあったものの、基本

方針が柱となることで、それぞれの事業を行う価値が明確になり、より高い成果をあげていくこ

とに寄与したと考える。

これらの基本方針に合致した事業が、今後、定着化、拡大、模倣されていくことで、誘客と経

済効果を実現し、沖縄観光に成長につながっていくものと考える。

 また、国のスポーツ・ツーリズムの動きと連動し、活用をしていくことも重要な要素であった。

【平成２３年度スポーツ・ツーリズム戦略推進事業の基本方針】

１、沖縄の持つ「観光力」の活用

沖縄の持つ自然環境や気候などの様々な「観光力」により、輝きを放つスポーツ・ツーリズムの

コンテンツを発掘・開発し、継続可能な沖縄観光の強化を図る

２、沖縄観光の課題解決

オフ期の誘客や経済効果、リピーターへの沖縄訪問モチベーションアップや多角的な観光人材の

育成など、沖縄観光の課題解決をスポーツ・ツーリズム推進によって行い、年間を通じた誘客を

目指す

３、沖縄の持つ魅力の発信

なぜそのスポーツ大会や合宿、スポーツコンテンツが沖縄で行われるのかの理由を伝えることで、

沖縄の持つ魅力を国内外に発信し新たな観光客の取り込みを狙う
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２．スポーツ・ツーリズムモデル事業の公募

   （１）公募資料の作成

 公募を行うにあたり、基本方針に則った形での応募要領を作成し、提案を行う各事業社に対し、

本業務の目的を明確に示すため、沖縄のもつ「観光力」を活用し、沖縄の観光課題解決と魅力の

発信に繋がるモデル事業を募集することを明記し、より事業の目的に合致した応募を促した。

【公募要項作成のポイント】

■ 事業の基本方針を明記し、求める事業要素を明らかにする

■ 中間報告や最終報告資料の提出、アンケートの回収などの業務内容を明記する

 また、提案受付までのフローを以下の形で整理を行い、公示説明会においても、募集要領の内

容に加え、本事業の目的を改めて説明を行った。

【提案受付等のフロー】

専用サイト での告知

書類の確認、 申請書の受理、 質問の受付及び回答

基本方針、 選定基準など事業選定にあたって必要な
事項を明記した要綱を県、 実施委員会メ ンバー等と
協議の上作成する。

会場設定、 資料準備、 事業説明、 応募にあたっての
ガイド ライン説明

公募公募要領要領の作成の作成

公募の告知公募の告知

公募説明会の実施公募説明会の実施

応募申請書・ 質問の受付応募申請書・ 質問の受付

応募書類・ 事業計画書の受付応募書類・ 事業計画書の受付 各事業者からの提出書類の受け取りを行う

＜開催日時＞
平成23年8月9日（ 火） 午後3時～

＜開催場所＞
沖縄県庁４ 階 講堂

写真貼り付け 写真貼り付け
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【募集要領】

平成 23 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）」応募要領

本事業は、昨年度策定したスポーツ・ツーリズム戦略の具体的な推進を促すモデル事業として、

スポーツをテーマに民間等が主体的に取り組む新たなスポーツ・イベントやスポーツを活用した

旅行メニューの開発、プロモーションの実施等、各種プロジェクトについて企画提案を公募し、

その立ち上げを支援することで沖縄におけるスポーツ･ツーリズムの定着化を図ることを目的と

する。

提案されたプロジェクトは、沖縄県が設置する、有識者で構成するスポーツ・ツーリズム審査

選定委員会において、支援するモデル事業を選定し、沖縄県からの委託事業として実施する。

１ 主催及び連絡先

（１）主 催：沖縄県

（２）連絡先：沖縄スポーツ・ツーリズム戦略推進事業事務局（株式会社 JTB 沖縄内）

川杉（かわすぎ）、河村（かわむら）、喜瀬（きせ）、

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 4-19-30  

e-mail mail@okinawasportsisland.com
ＴＥＬ 090-8291-6087  ＦＡＸ 098-861-1308
※連絡の際の件名は「ＳＴ戦略推進事業（モデル事業）」とすること。

※事務局への問合せや連絡事項は上記メールを原則とする。

２ 応募の主体

沖縄におけるスポーツ・ツーリズム推進に取り組む以下の団体。

①法人

②地方公共団体（市町村、一部事務組合等）

 なお、①が応募する場合であって、提案するプロジェクトの内容に、地方公共団体の予算事業

を含む場合、又は地方公共団体から支援を受けて行う取り組みを含む場合には、関係する地方公

共団体における当該予算事業の概要及び地方公共団体における担当部署に関する書類等を添付す

ることとする。

 また、複数の団体が実施主体となる場合には、協議会・実行委員会等を設置して応募すること

ができる。その場合、委託契約の相手方となる者、協議会等の規約（意思決定方法、会計管理方

法等を含む）、役割分担等を明らかにすること。
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３ 募集するプロジェクト

スポーツをテーマとし、民間等が主体的に取り組む下記のプロジェクト。

（１）イベントの新規創設

（２）既存イベントに付加される新しい取組

（３）旅行メニューの開発

（４）プロモーション

（５）情報発信

（６）その他スポーツ・ツーリズムの推進に寄与するもの

 なお、１提案者（複数の事業体で事業を実施する場合は１企業共同体）あたり１提案とする。

原則として、既存事業やイベントなどで応募する場合は、本事業主旨に合致した新しい取組や

事業を付加したもので提出をすること。

 募集するプロジェクトの期間は、2011 年 9 月 16 日（金）から 2012 年 3 月 31 日（土）とする。

４ 助成対象経費の範囲

モデル事業の実施に直接必要なソフト面の経費。

人件費 職員人件費

謝金 委員謝金、専門家謝金、講師謝金

旅費 委員旅費、専門化旅費、講師旅費、職員旅費

事業費 会議費、会場借料、会場設営費（イベント開催のための一時的なもの）、印刷製本費、

資料購入費、資料作成費、燃料費、通信運搬費、広告宣伝費、食糧費、消耗品費、雑

役務費、デザイン料、原稿料、通訳料、保険料、事務補助員賃金、アルバイト料、委

託費、設備の賃貸料及び保守料、プロバイダー使用料、ホームページ作成費、回線使

用料

【※対象とならない経費の具体例】

（１）施設整備など、いわゆるハード整備

（２）平成 23 年度内に実施されない活動に係る経費

（３）提案内容のうち、既に国等により別途、補助金、委託費等が支給されているもの、あるい

は支給が予定されているものがある場合には、当該部分については支援の対象外となる。

（４）事業運営に直接必要と思われない経費は支援の対象外となる。

５ 委託金額

 委託金額の総額は税込 72,000 千円とし、モデル事業における委託金額は、１件あたりの上限を

30,000千円、総事業費の２／３の範囲内とし、採択件数を含め予算及び申請状況を勘案し調整 す

る。

 ただし、収入については、総事業費から差し引いた上で、委託金額を算出することから、収入

については、適切に算定すること。
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６ 実施体制

（１）モデル事業は、原則として受託者が自ら行うこととする。

（２）受託者以外の者がモデル事業の一部を受託することも可能とするが、その場合は、受託者

は沖縄県からあらかじめ承認を得ること。

（３）協議会・実行委員会による提案の場合は、応募の際に示した構成員の役割分担の範囲内で、

構成員に対し、再委託することができる。

７ 応募の手続き

（１）応募要領等の配布：沖縄県公式ｗｅｂサイトへの掲載

ア 掲載期間：平成 23 年 8 月 3 日（水）～8 月 23 日（火）

イ 掲載場所：沖縄県公式ｗｅｂサイトの「公募・入札」または「スポーツ振興課」サイト

（２）応募説明会（応募資格のある者のみ）

ア 開催日時：平成 23 年 8 月 9 日（火）午後 3 時～

イ 開催場所：沖縄県庁４階 講堂

ウ 参加申込：

別紙「出席申込書【様式１】」を平成 23 年 8 月 8 日（月）午後 3 時までに、１（２）に

定める連絡先あて開封確認付きメールへの添付により提出。

※説明会への参加は、応募の要件ではない。

※会場の都合上、１団体あたり２名以内の参加とする。

※当日は、本応募要領等を印刷のうえ持参のこと。（説明会では資料配付は行わない。）

（３）応募申請書の提出期間及び応募に係る質問事項の受付期間（応募資格のある者のみ）

ア 申請書提出期間：平成 23 年 8 月 3 日（水）～8 月 17 日（水）午後 5 時

※８（２）で定める【様式２】により、１（２）に定める連絡先あて、郵送、ＦＡＸま

たはメールにより提出のこと。ただし、郵送の場合は到着確認が可能な手段をとるも

のとし、提出期限内に到着すること。

イ 質問事項受付期間：平成 23 年 8 月 3 日（水）～8 月 12 日（金）午後 5 時

※８（10）で定める【様式９】により、１（２）に定める連絡先あて、開封確認付きメ

ールに添付して提出のこと。

※回答は、応募者全員に対してメールにて連絡を行う。最終回答は平成 23 年 8 月 16 日

（火）午後５時までに送信をする。
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（４）企画提案書及び応募書類等の提出期限

ア 提出期間：平成 22 年 8 月 22 日（月）、8 月 23 日（火） 午前 10 時～午後 5 時

イ 提出場所： 沖縄県庁 ５階第２会議室

       〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２

※ 郵送の場合は、〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 4-19-30  
沖縄スポーツ・ツーリズム戦略推進事業事務局（（株）JTB 沖縄内）まで    

上記に定める連絡先あて持参または郵送により提出のこと。ただし、郵送の場合は到着確認

が可能な手段をとるものとし、提出期限内に到着すること。

ウ 提出書類：８に定める書類のうち【様式３】～【様式８】

エ 提出部数：15 部

８ 提出書類等

（１）企画提案公募説明会 出席申込書・・・【様式１】 ※メールにて送付のこと

（２）企画提案応募申請書・・・【様式２】

（３）企画提案書・・・・・・・【様式３】

ア 全体でＡ４サイズ、１０ページを超えないものとし、powerpoint 等で作成の場合には、

様式３の記載項目を全て満たすこと。

イ Ａ３サイズで一部ページを作成することを認めるが、その場合はＡ４サイズ２ページ分

としてカウントをする。

ウ 企画全体を簡潔に取りまとめたＡ３サイズ１ページの企画概要書類を添付すること。

（５）会社概要（組織図、業務内容、資格等）・・・【様式４】

（６）収支予算計画書・・・・・・・・・【様式５】

経費の積算項目については、以下の内容で提出すること。

①人件費（研究員等）

②報償費（委員会委員の謝金）

③旅費(調査旅費、委員会委員の旅費等) 
④印刷製本費

⑤通信運搬費（郵便料等）

⑤賃借料(会場借料等) 
⑥役務費（調査アルバイト）

⑦その他（上記費目以外の必要な経費を随時追加）

⑨一般管理費、消費税

（注１）各積算費目の単価と内訳を記載すること。

（注２）この事業を実施するにあたっての一切の費用を積算すること。

（注３）項目等を満たせば、別途エクセルファイル等で作成可とする。
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（７）スケジュール表・・・・・【様式６】

本様式以外の様式での作成も可とする。その場合には、【様式６】と明記すること。

（８）執行体制・・・・・・・・【様式７】

本様式以外の様式での作成も可とする。その場合には、【様式７】と明記すること。

（９）実績書・・・・・・・・・【様式８】

（10）質問書・・・・・・・・・【様式９】 ※メールにて送付のこと

９ 提案の選考

（１）沖縄県が設置する、有識者で構成するスポーツ・ツーリズム審査選定委員会において、提

案されたプロジェクトを審査し、支援対象となるモデル事業を選定する。

（２）モデル事業の選考は書面審査を基本とし、委員会及び選考過程は非公開とする。ただし、

必要があると認められる場合にはプレゼンテーション等の二次審査を行う。

（３）選考は、下記の視点を総合的に勘案し実施する。

  【事業目的の視点】

   スポーツ・ツーリズム戦略推進事業として、スポーツを通じて沖縄の魅力を伝え、国内、

海外からの観光客の誘客に資する事業を選定するため、事業目的の視点として以下の３項目

の選考基準を設ける。

  １．沖縄の持つ観光力の活用

    沖縄における更なるスポーツ振興につながるとともに、沖縄に根付いているスポーツ資

源を活用することや、沖縄の豊かな自然・歴史文化などを活かしたスポーツの展開など、

沖縄の持つ観光力を活用していること

  ２．沖縄観光の課題解決

    新たな沖縄の魅力発見や滞在動機となることで新しい来沖モチベーションとなることや、

オフ期の集客効果につながり、経済効果が期待できること

  ３．沖縄の持つ魅力の情報発信

    話題性があり、スポーツを通じての情報発信や報道等により、沖縄が持っているスポー

ツポテンシャル、魅力を国内外に発信していくことができること

【事業内容の視点】

①新規性・革新性（これまでにない、ユニークな取り組みか）

②市場性（今後もニーズが見込まれる取り組みか）

③国際性（海外の参加者募集や情報発信などがされる取り組みか）

④将来性（将来の持続・発展が見込まれる取り組みか）

⑤波及性（波及効果・相乗効果が見込まれる取り組みか）

⑥主体性（提案者の主体的な取り組みか）

⑦計画性（実現可能な事業計画か）

⑧妥当性（予算計上が適当か）
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⑨目標設定（事業効果把握のため目標設定と効果測定手法が設定されているか）

なお既存事業やイベントなどで応募する場合は、本事業主旨に合致した新しい取組や事業の内

容として追加した項目を、企画提案書の最終ページに必ず記載すること。

10 モデル事業の内容
  モデル事業に助成金の支払いをするにあたり、上記の「事業目的の視点」と「事業内容の視

点」において高い効果が認められる事業であることとともに、以下の内容にも充分な対応力

を有していることを求める。

（１）経費の支払い業務及び関係証拠書類の整理・保管

   事前に定められた、助成額と助成可能項目に対する、経費管理と関係証拠書類の整理・保

管を徹底する能力を有すること

（２）中間報告書の提出

   事業実施前に、事業の進捗、収支計画などの状況の詳細を記した中間報告書を作成する

こと

（３）参加者アンケートなどの調査業務の実施

   ２０問程度の調査票の作成と印刷を行い、１００名以上の参加者や来場者に配布し記入を

促した上で回収をし、集計とデータ化を行うこと

※調査項目は沖縄県と協議のうえ作成をするものとする

11 完了報告及び助成金の支払い等
（１）完了報告

 事業完了後は速やかに下記の書類を提出すること。（詳細は委託契約の際に調整する。）

①事業実施報告書（概要版）：1部、電子媒体１式
事業実施報告書：30部、電子媒体１式
②収支の状況を明らかにする書類、帳簿その他必要書類（１式）

③来場者などに実施したアンケートの集約と集計書類（１式）

（２）助成金の請求及び支払い

担当課による完了検査合格後、助成金を請求すること。なお、概算払いも可能とするが、   

その内容については、個々の契約書の中で取り決める。
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２．スポーツ・ツーリズムモデル事業の公募

   （１）公募の実施内容

 今回の応募期間で、以下の３５団体の応募があった。（内２団体辞退）

受付番号 団体名 共同企業体

1
（財）社会スポーツセンター

2
NPO法人　ホールアース研究所沖縄事務所

3
（株）　iforce

4
（株）　キュー

6
（株）ファンクス

7 沖縄フットサルフェスタ実行委員会
沖縄市・沖縄市観光協会・沖縄市サッカー協会
沖縄タイムス社・株式会社ワイド

8
（有）アドプランクリエイツ

9
（株）日本広告

（株）ジャパンスポーツコミュニケーション

10
沖縄タイムス社

11
（株）沖縄ドリームファクトリー

12
美ら島沖縄センチュリーラン実行委員会

13
久米島町役場

14
（有）アド・バ

15
（株）電通沖縄

16
（株）エマ・エンタープライズ

17
RUNデブー沖縄大会実行委員会 スポーツ・ツーリズム沖縄・クラブビジネスＪａｐａｎ

味の素コミュニケーションズ

18
（株）近畿日本ツーリスト沖縄 株式会社マルチスポーツ・インターナショナル

近畿日本ツーリスト（株）

19
NPO法人　バリアフリーネットワーク会議

20
美ら島ママチャリ耐久レース実行委員会

21
（株）プロダクツ・プランニング

22
（株）スポーツサンライズドットコム 沖縄テニス協会

（株）アキバジャーナル

23
沖縄学生ジュニアゴルフＯＰＥＮ選手権実行委員会

（株）宣伝

24
（株）沖縄映像センター

25
ＮＰＯ法人　自然体験学習

26
沖縄バスケットボール（株）
琉球ゴールデンキングス

27
（株）琉球コラソン

29
ユニバーサルOKINAWA実行委員会 NPO法人　STAND

NPO法人　アダプティブワールド

30
（株）アドスタッフ博報堂

沖縄バスケットボール（株）

31
NPO法人　ナスク

32
残波WINGS女子バレーボールチーム

（株）メディア沖縄

33
Athlete Vacancr OKINAWA　実行委員会
（株）サン・エージェンシー

（有）サザン・クロスロード

34
（株）琉球新報社

（株）サン・エージェンシー

35
エコアイランド宮古島マラソン実行委員会 宮古島市、宮古島市教育委員会

社団法人宮古島観光協会
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３．スポーツ・ツーリズム実施委員会の設置・運営

   （１）実施委員会の概要

昨年度の推進事業の成果や実現戦略をふまえ、スポーツを活用した取り組みを委員会によって選

定・評価し、将来に向け経済的に拡大をしていく事業としての検証と、マーケティング視点の地

域活性化を目指した、沖縄のスポーツ・ツーリズム推進の方向性を見出すため、以下の形で委員

会を組織した。

【委員名簿】

柳 敏晴  名桜大学 人間健康学部スポーツ健康学科 教授  

内間 仁春  財団法人沖縄観光コンベンションビューロー 事務局長   

坂本 公敏 ソラ―レホテルズアンドリゾーツ 沖縄リゾート本部長  

城間 敏光 財団法人沖縄県産業振興公社 事務局長 

仲皿 正伸 財団法人沖縄県体育協会 専務理事   

又吉 民人 沖縄県経営者協会 専務理事  

原田 宗彦 早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 

【選定委員会の運営】

委員会の運営には、以下の３要素に注力し、準備と的確な進行、取りまとめを行った

＜委員会事前準備＞

沖縄県様と協議のうえ、会場や選定委員のスケジュール調整を行い、会議要綱を事前に作成し送

付するなど、短時間で有意義な会議にするための準備を行った

＜委員会進行＞

委員会進行台本を作成し、配布資料の作成、印刷、説明を行い、活発な議論を促し、委員の専門

的な知見や意見を抽出・整理し、確実な運営行った

＜会議の取りまとめ＞

委員会での議事録を作成し、議論経緯の記録を行い、委員の協力も仰ぎながら、全ての事業の内

容や委員会での取りまとめを総括した

沖縄の魅力を活用した、 マーケティ ング視点の将来像の検討

■ 事業運営の基本方針に則った、 継続性と拡張性のある取り組みの選定
■ スポーツの専門的な知見を持ち、 県外視点のマーケティ ングが出来る委員選定
■ 選定した事業の定性的報告だけでなく 、 定量的なスポーツ参加者データの分析
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３．スポーツ・ツーリズム実施委員会の設置・運営

   （２）第一回実施委員会の開催

日時：平成２３年９月１５日（木）    １４：００～１６：００ 

場所：沖縄県市町村自治会館 

１．開会挨拶  沖縄県 文化観光スポーツ部 スポーツ振興課  課長 村山 剛 

２．各委員紹介、挨拶 

３．委員長の選定 

４．二次審査集計結果報告、選定企画の発表 

５．最終審査結果決議 

６．審査結果各委員総評 

７．閉会挨拶 スポーツ・ツーリズム実施委員長 

第一回スポーツ・ツーリズム実施委員会 各選定事業議論
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３．スポーツ・ツーリズム実施委員会の設置・運営

   （３）第二回実施委員会の開催

日時：平成２４年３月３０日（金）    １３：００～１５：００ 

場所：沖縄県市町村自治会館 

１．開会挨拶  沖縄県 文化観光スポーツ部 スポーツ振興課  課長 村山 剛 

２．挨拶    観光庁スポーツ観光推進室 スポーツ観光政策官 山本 圭太 

３．事務局より事業全体の流れの説明 

４．各事業の実施内容報告 

（１）第 1回マリンカップ in沖縄
   （２）ＥＣＯスピリットライド＆ウォーク in南城市
   （３）美ら島オキナワ CenturyRun2012 
   （４）石垣島アースライド 2011 
   （５）プロバスケットボールチームをコンテンツとするスポーツブランドツーリズム

   （６）沖縄・韓国ジュニアゴルフ交流キャンプ

４．各事業総評 

５．沖縄のスポーツ・ツーリズムの推進に向けて 

６．閉会挨拶 スポーツ・ツーリズム実施委員長 
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３．スポーツ・ツーリズム実施委員会の設置・運営 

   （３）モデル事業の採択 

ツアー選定に向けて、基本方針を基にした応募事業の選定の三つの基準を設け、さらに、事業の

継続性、拡大性、長期的な計画、ビジョンなどの事業内容についての審査も行った。また、各委

員には、以下の基準を示し、評価を行った。 

採択に向けた審査は、以下の流れにて実施をした。

１．事業目的の視点

応募事業の選定

沖縄の持つ「観光力」の活用

沖縄観光の課題解決 沖縄の持つ魅力の情報発信

下記、「観光力の活用」、「沖縄観光の課題解決」「魅力の情報発信」のポイントをふ
まえ、評価をお願いいたします。

２．事業内容の視点

事業の継続性、拡大性、長期的な計画、ビジョンなど、事業内容についても、評価を
お願いいたします。

①新規性・革新性 ②市場性 ③国際性 ④将来性 ⑤波及性
⑥主体性 ⑦計画性 ⑧妥当性 ⑨目標設定

９月 ８日（金）

９月 ２日（金） 審査資料と評価シートのご到着

メールにて、評価シートをご返信

審査員の皆様による審査期間 （一週間）

評価シートの集計・・・委員の皆様７名

合計評価点の算出

事業予算や内容の重複などの要素をもとに調整

※必要があれば、各事業者にヒアリングを実施

９月１３日（火） 二次審査通過事業を完了

９月１５日（木） 第一回スポーツツーリズム実施委員会の開催

採点表と選定事業をメールにてご連絡

実施委員会資料作成

事業最終選考、選定

検証イメージ、仮説検証、調査項目の確認
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＜評価の基準＞ 

各委員の選定にあたり、以下の評価の基準を設け、全ての委員が統一した考え方において公平な

審査が行われる環境作りを行った。 
観点 評価項目 評価基準

既存スポーツの拡大 沖縄にある、既存の魅力的なスポーツコンテンツの規模拡大につながっているか

既存スポーツのイメージUP 沖縄にある、既存の魅力的なスポーツコンテンツのイメージアップにつながっているか

既存スポーツの活用 沖縄にある、既存の魅力的なスポーツコンテンツを企画の中で活用しているか

歴史文化の活用 沖縄の持つ歴史文化（食や祭りも含む）を企画の中で活用し、魅力化を図っているか

自然の活用 沖縄の持つ自然（海、山、など）を企画の中で活用し、魅力化を図っているか

環境の活用 沖縄の持つ環境（温暖な気候、スポーツ施設、など）を企画の中で活用し、魅力化を図っているか

新しい訪問モチベーション
リピーターが多い沖縄だが、新たな発見や滞在理由が無いと、リピーター離れに繋がってしまう
スポーツ・ツーリズムを通じた、新たしい訪問モチベーションに繋がる企画か

誘客効果・オフ期
沖縄のオフ期（１１～２月、４～６月）の県外からの誘客を行うために、通常の観光旅行とは異なるモチ
ベーションとなる企画となっているか

誘客効果・インバウンド
外国人旅行者参加を前提としている企画か
また、具体的に外国人誘致を行う施策が盛り込まれているか

経済効果
スポーツ大会やコンテンツ参加、キャンプ誘致などによる経済効果はどれくらいか
単純な収益だけでなく、地域経済へのインパクトや、長期滞在が図れる企画となっているか

話題性
企画内容に話題性やニュースバリューがあり、取材誘致などの可能性がある企画か
また、企画自体が話題性の喚起を想定している提案となっているか

沖縄でスポーツを行う意義
沖縄でそのスポーツを行う必然性があり、また、そのスポーツが沖縄で行われていることで沖縄の観光魅力
発信につながる可能性のある企画か

プロモーション施策内容
大会の告知、プロモーションの内容は適当か
沖縄県内だけでなく、県外でも告知がなされ、多くの来沖者が訪れる企画となっているか

新規性・革新性 これまでにない、ユニークな取り組みか
市場性 今後もニーズが見込まれる取り組みか
国際性 海外の参加者募集や情報発信などがされる取り組みか
将来性 将来の持続・発展が見込まれる取り組みか
波及性 波及効果・相乗効果が見込まれる取り組みか
主体性 提案者の主体的な取り組みか
計画性 実現可能な事業計画か
妥当性 予算計上が適当か
目標設定 事業効果把握のため目標設定と効果測定手法が設定されているか

事業内容の観点

事
業
目
的
の
視
点

沖縄の観光力の
活用の観点

沖縄観光の課題
解決の観点

沖縄の魅力の情
報
発信の観点

＜委員による一次審査の実施＞ 

審査基準を整理したうえで、以下の審査表により、全３３ツアーの一次審査を行った。原則とし

て、全てのツアーを１００点満点で審査を行い、平均点を出すことで、一次審査を行った。 

配点 例 受付1 受付２ 受付３ 受付１０受付１１受付１２受付１８受付３０受付３４受付３７ 追加１ 追加２
既存スポーツの拡大 5 2
既存スポーツのイメージUP 5 2
既存スポーツの活用 5 3
歴史文化の活用 5 4
自然の活用 5 4
環境の活用 5 2

小計 30 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新しい訪問モチベーション 5 4
誘客効果・オフ期 5 1
誘客効果・インバウンド 5 5
経済効果 5 3

小計 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
話題性 5 5
沖縄でスポーツを行う意義 5 4
プロモーション施策内容 5 5

小計 15 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新規性・革新性 3 2
市場性 4 4
国際性 4 4
将来性 4 4
波及性 4 2
主体性 4 2
計画性 4 3
妥当性 4 3
目標設定 4 4

小計 35 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

選定基準項目

合計

沖縄の観光力の
活用の観点

沖縄観光の課題
解決の観点

沖縄の魅力の情報
発信の観点

事業内容の観点

事
業
目
的
の
視
点
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＜一次審査結果の集約＞ 

点数化された一次審査の結果から、点数順に各提案内容を整理し、助成予算や、各事業の価値な

どを加味しながら、実施委員会による審査を行った。 
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３．スポーツ・ツーリズム実施委員会の設置・運営 

   （４）モデル事業の支援 

 モデル事業の支援に向けては、モデル事業実施事業社が助成金の交付や、事業の実施、ならび

にレポートの作成をスムーズに行えるように、マニュアルを作成し、事業のフローも整理をした

うえで、事務局として事業のサポートも行った。 
事業のフロー

・ マニュアルに則り事業実施工程の説明・ 説明
・ 助成金交付要綱の説明・ 説明

・ 助成金交付要綱を確認の上、 交付申請を提出
・ 交付申請内容確認後、 受理書を発行

・ 事業の進捗・ 実績、 収支計画状況についての確認

・ 修正企画書の提出（ 県、 実施委員会への共有）

⇒実施事業助成金交付総額の確認として

・ 実施報告書雛形に基づいた報告書の作成

・ 事務局での確認

・ 実施委員会での内容審査、 確認後の評価を受けて
交付金額の確定

・ ガイド ラインに沿った精算手続きの実施
※不備があった場合、 交付金の支払いは致しません

事業実施マニュアル事業実施マニュアル
助成金交付要綱の助成金交付要綱の確認確認

助成金交付申請の受付助成金交付申請の受付

修正企画書修正企画書

（ 事業進捗・ 実績の確認）（ 事業進捗・ 実績の確認）

モデル事業の報告書モデル事業の報告書

レポートレポート の提出の提出

助成金額助成金額の確定の確定

清算手続・ 関係証拠書類確認清算手続・ 関係証拠書類確認

助成金交付助成金交付

事業の実施
・ 修正企画書に則った形での事業の実施
・ 参加者アンケート 等の配布、 依頼の実施

・ 事業終了後１ 週間以内に、 事業の実施内容のレ
ポート （ ワード ２ 枚程度） とモニター写真を提出

完了報告書（ 簡易版）完了報告書（ 簡易版）
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４．モデル事業の広報

   （１）Ｗｅｂサイトを活用した広報

【公式WEBサイトの立ち上げ】    URL：http://okinawasportsisland.com/
公式WEBサイトを立ち上げ、採択事業者のイベント情報の発信を行った。

【ポスター・チラシ制作】

制作部数 

                                 ポスター：500 部 

                                 チラシ ：5000 部 

        表面             裏面    

【観光フリーペーパーへの記事掲載】

        表紙            中面    

雑誌名 ：るるぶFREE 秋/冬号 2011年10月～2月掲載

発刊部数：12万部

設置箇所：県内ホテル 19箇所：客室設置

70箇所：ロビー周辺設置

那覇空港旅行案内所 那覇観光案内所
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４．モデル事業の広報

   （２）その他広報活動

【ニュースリリースの実施】

モデル事業の決定と、沖縄県のスポーツ・ツーリズムの推進内容を伝えていくため、共同通信社

によるニュースリリースを行い、事業内容の告知を行った。

上記リリース原稿を、７００社以上のメディアに配信
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＜ニュースリリース配信後の掲載例＞

４７ニュース                  遊都総研

マイナビニュース             gooビジネス EX 

＜その他、掲載メディア＞

【47NEWS】http://www.47news.jp/topics/prwire/2011/10/221814.html 
【exciteニュース】http://www.excite.co.jp/News/release/prw201110270215.html 
【gooビジネス EX】http://bizex.goo.ne.jp/release/detail/199783/ 
【Infose】http://news.www.infoseek.co.jp/kyodopr/press_release/story/kyodopr201110270215/ 
【@niftyビジネス】http://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prw201110270215_1.htm

【livedoorニュース】http://news.livedoor.com/article/detail/5971747/ 
【COBS ONLINE】http://cobs.jp/press/1110/1027/395044.html 
【SEOTOOLS】http://www.seotools.jp/news/id_prw_201110270215.html 
【YUCASEE MEDIA】http://media.yucasee.jp/r/detail/95219 
【河北 Bizナビ】http://biz-kahoku.jp/?p=prw&id=201110270215 
【共同通信社】http://www.kyodo.co.jp/articles/2011-10-27_30275/ 
【KYODO NEWS DIGITAL】http://corp.kyodo-d.jp/btob/prwire/detail/1/all/201110270215/ 
【徳島新聞】http://www.topics.or.jp/press/news/2011/10/PRwire201110270215.html



25 

事業社名 種目 実施日 総事業費 助成額 参加者数 【県内】 【県外】

1
第1回マリンカップ

ｉｎ沖縄
ビーチを活用した
スポーツイベント

2011年10月28日（金）
　　　10月～30日（日）

\38,002,540 \12,000,000 2,495名 879名
1,616名
（海外含む）

2
ＥＣＯスピリットライド＆
ウォークｉｎ南城市

サイクリング
ウォーキング
イベント

2012年3月24日（土）
　　　～3月25日（日）

\26,196,048 \7,000,000 1,271名
ライド：487名
ウォーク：729名

ライド：45名
ウォーク：10名

3
美ら島オキナワ
CenturyＲｕｎ2012

サイクリング
イベント

2012年1月14日（土）
　　　　～1月15日（日）

\35,138,250 \12,500,000 1,550名 725名 825名

4
石垣島アースライド

2011
サイクリング
イベント

2011年11月19日（土）
　　　～11月21日（日）

\24,594,000 \10,000,000 457名 53名 404名

5
プロバスケットボール
チームをコンテンツとする
スポーツブランドツーリズム

バスケットボール
イベント

2011年11月
　～3月25日

\30,556,995 \18,000,000
390名

（不明109名含む）
100名 181名

6
沖縄・韓国（アジア）
ジュニアゴルフ
交流キャンプ

ゴルフキャンプ
2012年2月15日（水）
　　　　～2月27日（月）

\18,506,800 \9,500,000 60名 30名
30名

※韓国参加者数

平成23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）」
採択事業者　実績一覧


