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I．事業の概要 
 

１． 事業目的 

近年沖縄県では、プロスポーツチームの活躍、スポーツコンベンションの増加及び健康志向

の高まりなど、スポーツに関する活動が盛んになっている。 
温暖な気候に適したスポーツは人々に精神的豊かさをもたらすとともに、新産業の創出に向

けて利活用すべき地域資源として有望とされており、特にスポーツ関連産業は、観光・医療・リ

ハビリ、ものづくりなど既存産業等との連携を強化し、県内企業等によるスポーツビジネスへの

積極的な挑戦を促進するとともに、スポーツアイランド沖縄の実現を目指し、スポーツの産業化

を戦略的に構築する必要がある。 
そこで、スポーツ関連産業の振興を通して、スポーツの産業化の戦略構築を図るため、スポ

ーツ関連産業等の実態の把握、課題の抽出を行うとともに、今後、本県で取り組むべき重点分

野の選定やスポーツの産業化に向けた戦略の構築を目指す。 
 

２． 事業スキーム 

スポーツ関連産業振興戦略の構築及びその推進は、長期的な視点に立って、今後継続的

に取り組みを進めていく事業である。 
本事業のスキーム（大きな枠組み）は次の通りである。 
平成 25 年度は、まずスポーツ関連産業振興戦略構築検討委員会（以下、検討委員会）を立

ち上げ、戦略の方向性を検討する。なお、併せて沖縄県のスポーツ関連産業に関する実態把

握調査・分析を行い、その調査結果を検討に活用する。 
平成 26 年度は、本年度の検討を継続して進め、スポーツ関連産業振興戦略を策定する。ま

た、平成 25 年度の検討を踏まえて、スポーツの産業化に向けたモデル事業を試行し、その効

果を検証する。 
平成 27年度以降は、平成 26年度に策定したスポーツ関連産業振興戦略と試行したモデル

事業の検証結果を踏まえ、本格的に戦略、モデル事業実施を推進していく予定である。 
 

図表 I-１ 事業スキーム 
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３． スポーツ関連産業の対象範囲 

スポーツ関連産業は、一般に合意の得られている明確な定義・分類は存在しない。 
本事業では、スポーツ関連産業を幅広く捉え、観光・医療・リハビリ、ものづくりなどとの連携も

含めたスポーツに関連する産業全体を対象とする。 
 

図表 I-２ スポーツ関連産業のイメージ 

 

（資料）原田宗彦「スポーツ産業論」を参考に三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング作成 

 
 

４． 戦略構築の進め方 

（1）シナリオベース手法による戦略構築 

スポーツ関連産業振興戦略の構築にあたっては、可能な限り既存の統計データや調査結果

を収集・分析した上で検討する。しかし、スポーツ関連産業は産業概念が定まっておらず、統計

資料も多くはなく、沖縄県においても（スポーツツーリズムを除いて）これまでの蓄積が少ない分

野である。こうした状況を考えると、定量的なデータのみから戦略を導くことは難しいことが考え

られる。 
そこで、本戦略の構築にあたっては、シナリオベース手法を用いて検討を進めることとする。

この手法は、戦略上の課題や機会を踏まえた上でいくつかの仮説（シナリオ）を設定し、各シナ

リオの妥当性や効果を検証することで適切なシナリオを選択する手法である。 
本手法を用いることにより、検討委員会のメンバーからの斬新なアイデアを取り込みつつ、そ

のシナリオを定量的・定性的に検証することにより、妥当性の高い戦略を構築する。 
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（2）戦略構築の検討フロー 

シナリオベース手法に基づく、具体的な検討フローは次の通りである。 
第一に、沖縄県の現状を把握・分析する。沖縄県のスポーツ関連産業の経済規模（概況）

や、県民のスポーツに対する意識、スポーツに関連した地域資源などを把握した上で、スポー

ツ関連産業の課題や、産業振興に活用できる資源について分析する。 
第二に、沖縄県の現状、活用可能な地域資源を踏まえて、スポーツ関連産業振興において

想定されるシナリオを複数設定する。 
第三に、各シナリオについて、シナリオが成功した際の効果や、成功のために必要となる諸

条件を明らかにし、その実現可能性を検証する。 
第四に、各シナリオの効果及び実現可能性を比較し、戦略の中核を成す適切なシナリオを

選択する。 
第五に、戦略の実現に向けた次年度モデル事業の実施方法や、採択要件等を検討する。 
 

図表 I-３ 戦略構築の検討フロー 

 
 
 

（3）検討委員会による検討 

戦略構築の検討フローに合わせ、検討委員会を開催した（全４回）。 
委員会においては、沖縄県のスポーツの産業化に向けてどのようなシナリオが想定される

か、どのようなシナリオで推進すれば効果の高い戦略となるかといった事柄について、議論を深

めた。 
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II．沖縄県市町村アンケート調査 
 

１． 調査概要 

沖縄県内のスポーツ関連産業に活用できる資源について把握するため、すでに県内に存在

する地域資源や関連産業、地域の取り組み、具体的な事業について把握することを目的とし

て、県内市町村を対象としてアンケート調査を行った。 
 

【実施概要】 
実施機関：平成 25 年 10 月１日（発送）～10 月 25 日 
調査対象：県内全市町村（スポーツ振興担当部署） 
調査方法：電子メールにより調査票を配布・回収 
 

【回収結果】 
調査対象数：41 団体 
有効回答数：32 団体（有効回収率：78.0％） 
 

２． 調査結果 

（1）市町村におけるスポーツ関連産業振興の取り組み 

沖縄県下の市町村において取り組まれているスポーツ関連産業の振興施策としては、その

ほとんどがスポーツツーリズムや合宿・大会の開催であるということがわかった。 
一方、一部の地域では、病院と町が連携して医療にスポーツを取り入れるプロジェクトの実施

や、FC 琉球の PR 活動支援、J リーグキャンプの観戦支援など、市町村が外部と連携・協力し

ながらスポーツ振興に取り組んでいる例も見られた。 
また、今後の取り組み意向としては、「様々な産業におけるスポーツの活用促進」や「スポー

ツ関連企業に対する支援」に取り組んでいくと回答した市町村が少数ではあるものの存在し、

教育・健康分野におけるスポーツの活用や地域特産品を用いた健康食品等の開発などに取り

組んでいきたいという回答も挙げられている。 
こうした点から、従来はスポーツツーリズム一辺倒だった市町村のスポーツ関連産業振興施

策にも変化の兆候があり、ツーリズムだけでないスポーツ関連産業の振興に向けて、市町村と

連携してくことのできる可能性は大きいと言える。 
 

（2）地域におけるスポーツ関連産業の事例 

スポーツ関連産業として挙げられた企業などの事例を見ると、いわゆるスポーツ用品メーカー

はないものの、地域の特産品や素材を活用したスポーツ（あるいは健康）に関連する飲食料品

を製造する企業が複数立地している。また、スポーツと医療の連携によるスポーツリハビリテー

ションセンターや、ベースボールクリニックも立地している。さらに、スポーツレッスンなどを開催・

運営する企業も多数立地している。 
こうしたすでにスポーツ関連産業に取り組んでいる企業のビジネスモデルを参考としながら、

沖縄県における新たなスポーツ関連産業の創出を進めるための戦略を検討する必要がある。 
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III．他自治体におけるスポーツ関連産業振興施策事例調査 
 

１． 調査概要 

沖縄県のスポーツ関連産業振興戦略の構築及び次年度以降のモデル事業の実施について

検討するための参考として、国内のスポーツ関連産業に関する事例調査を行った。 
主に自治体によるプロスポーツ支援の状況やスポーツ関連産業を創出する事業の運営等に

ついて把握した。 
 

【実施概要】 
実施機関：平成 25 年 10 月 7 日～10 月 10 日 
調査対象：宮城県、仙台市、札幌市 
調査方法：訪問ヒアリング調査 
 

２． 調査結果 

（1）スポーツ関連産業の創出 

札幌市のスポーツ関連産業の創出に向けたビジネスモデルの実施状況から、沖縄県が平成

26 年に実施を検討しているモデル事業を企画する際に、次の点に留意する必要があるものと

考えられる。 
第一に、これまでスポーツと直接的な関係のなかった事業者に、どのようにモデル事業に関

心を持ってもらい、スポーツを活用したビジネスを検討してもらえるようにするかという点である。

これについては、事業の広報・PR 方法や募集事業の部門設定などを工夫し、幅広い産業の事

業者に認知してもらう必要がある。 
第二に、採択された事業が実際に継続して成果を生み出すことのできるよう、事業を成功さ

せるための継続的なフォローが必要であるという点である。札幌市の場合は、単年度補助のみ

となっており、その後は進捗報告を受けるだけとなっているが、産業として根付かせるために

は、補助金交付という形態を取るかは別として、継続的な支援を行い、事業展開を促進していく

必要があると考えられる。 
 

（2）プロスポーツ支援による産業振興 

プロスポーツ支援については、仙台・札幌いずれの地域においても、チーム別の支援団体だ

けでなく、横断的な支援団体を組織し、一体的な支援活動や PR 活動に取り組んでいた。 
こうしたプロスポーツ支援を通じて、商店街との連携による商店街の活性化、スポーツの同時

観戦の促進によるスポーツ観戦者の増加、３チーム合同グッズの開発・販売によるグッズ売上の

増加など、産業への効果が期待されている。 
沖縄県においても、商店街や県内企業と連携しながらトップスポーツチームの横断的な支援

団体を組成し、効率的に各チームの競技活動を支援するとともに、県内外の試合観戦促進など

を図ることにより、地域産業の振興につなげていくことが可能であると考えられる。 
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IV．スポーツ関連産業振興シナリオの検討 

１． シナリオ検討の視点 

第Ⅰ章で述べた通り、スポーツ関連産業振興戦略構築の検討にあたっては、シナリオベース

手法を用いて検討を進める。これは、戦略上の課題や機会を踏まえた上でいくつかの仮説（シ

ナリオ）を設定し、各シナリオの妥当性や効果を検証することで適切なシナリオを選択する手法

である。 
シナリオの検討にあたっては、次に示す検討の視点に基づき、８本のシナリオを設定した。 
 

図表 IV-１ シナリオ検討の視点 
 

○プロスポーツクラブの活用 

○他業種からのスポーツ関連産業への参入促進 

○スポーツ関連産業の企業・人材誘致 

○スポーツツーリズム等の環境整備 

○県民のスポーツ参加促進によるビジネスの創出 

○スポーツ関連産業の需要拡大が見込まれる分野 など 

 

２． シナリオの個別検討 

上記の視点に基づき設定した８本のシナリオより、特に優先すべきシナリオを判断するため、

個別のシナリオについて具体的に検討した（沖縄県のスポーツ関連産業振興シナリオとして

は、これらのシナリオ以外にも IT 事業、衣料品製造業などさまざまな可能性があるものと考えら

れるが、本調査事業では今回設定した８本のシナリオについて検討を進めた）。 
 

（1）トップスポーツクラブの活用 

●シナリオ１：トップスポーツクラブを活用したスポーツ関連産業の活性化 
 

概要 

琉球ゴールデンキングス、FC 琉球、琉球コラソンなど、沖縄県の誇るトップスポ

ーツクラブを活用し、県内外からの「観るスポーツ」を促進する。また、１）県内製

造事業者と連携し、トップスポーツクラブ関連グッズを企画・製造する、２）クラブ

選手からのスポーツ指導・コンサルティングを受けられる Web サービスを展開す

るなどの活用が考えられる。 

効果 

○県内外からのスポーツ観戦客の増加 
○県内製造業事業者のスポーツ関連グッズの開発・生産増加 
○スポーツ指導 Web サービスによる県内外のスポーツ教育ビジネス獲得 

課題 

☓スポーツの試合だけでは県外から観戦客を呼び込むのが難しい 
☓県内事業者に発注することによる生産コストの増加 
☓Web サービスへの登録者の確保 
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（2）他業種連携の促進 

① シナリオ２：沖縄産資源を活用したスポーツ関連食品の開発（×食品） 
 

概要 

沖縄県の自然資源を活用したスポーツ関連食品（サプリメント、プロテイン、飲料

など）を開発・生産し、販売する。また、全国的に認知されたオリジナルスポーツ

食品となるよう、トップスポーツクラブなどを活用しながら県外に積極的に PR す

る。 

効果 
○他地域にない沖縄の天然資源を活用した製品を開発することができる 
○スポーツ食品を通じた健康増進を図ることができる 

課題 ☓スポーツ食品に活用できる自然資源の発掘 
 

② シナリオ３：医療機関におけるスポーツの活用（×医療・健康） 
 

概要 

スポーツを取り入れた健康づくりプログラムの開発、アスリートの治療・リハビリへ

の対応などを強化し、専門性の高い医療サービスを提供する。これにより、健康

への関心の強いシニア層、故障中のアスリートなどを県外から呼び込むとともに

県民にもスポーツを取り入れた医療を活用してもらう。 

効果 

○シニア層の県内への医療ツーリズムが増加する 
○アスリートの県内への来訪が年間を通じて増加する 
○県民の健康維持にスポーツが活用される 

課題 ☓スポーツを活用した医療を提供できる専門性の高い医療機関が必要になる 

 

（3）スポーツ関連産業の企業・人材誘致 

① シナリオ４：マリンスポーツ関連企業の誘致 
 

概要 

沖縄の優れたマリンスポーツ環境、特にマリンスポーツ体験サービス提供事業者

の集積を活かし、豊富な顧客情報を活かした製品開発に取り組む企業を誘致す

る。また、誘致の方法として、マリンスポーツ関連製品の見本市を開催する等に

より、関連企業とのネットワークを形成する。 

効果 
○新規企業の立地による経済効果・雇用創出・県内産業の発達 
○マリンスポーツのメッカとしてのプレゼンス向上 

課題 
☓スポーツ関連産業の立地が少なく、関連企業の誘致が困難 
☓企業立地後の設備・原材料・部品調達に対応できる県内事業者の確保 

 
② シナリオ５：スポーツ選手によるコーチング・タレント事業 

 

概要 

スポーツ選手（元選手も含む）の定住を促し、スポーツ教室の創設・運営支援、

学校へのスポーツ指導者派遣などにより、スポーツを通じたひとづくりに取り組

む。また、有名スポーツ選手については、その知名度等を活用し、講師業などに

も併せて取り組む。 

効果 

○多くの元アスリートが暮らす県として、沖縄県のプレゼンスが向上する 
○多くの県民に元スポーツ選手と触れ合う機会が生まれる 
○引退したスポーツ選手のセカンドキャリア問題の解消に効果がある 

課題 
☓元トップアスリートの誘致・招聘に向けた受入体制の整備 
☓コーチング事業の採算性・継続性 
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（4）スポーツツーリズムの基盤強化 

● シナリオ６：エグゼクティヴ層の取り込みに向けたスポーツツーリズムの基盤強化 
 

概要 

沖縄スポーツツーリズムにエグゼクティヴ層（国内外シニア層など）を取り込

むため、エグゼクティヴ層を対象としたツアーの企画・設計、受入環境の整備、

プロモーションの実施を展開する。具体的には、沖縄のマリンスポーツ・アウ

トドアスポーツ環境の発信、スポーツ施設・環境・人材のグローバル化対応（多

言語表示、インストラクター語学研修、通訳養成など）に取り組む。 

効果 

○エグゼクティヴ層の取り込みによる大きな経済効果 

○沖縄スポーツ環境の認知度向上 

○スポーツ観光客、アスリートの満足度向上 

課題 

☓エグゼクティヴを呼び込むための有効なコンテンツ、プロモーションの検討 
☓ハワイなど他地域との競争の厳しさ 

☓グローバル化対応に向けた環境整備・人材育成にかかるコスト 

 

（5）県民のスポーツ参加促進のビジネス化 

● シナリオ７：民間企業の活用によるスポーツ施設・空間マネジメントの強化 
 

概要 

県内スポーツ施設全体をマネジメントし、各施設の利用状況等をリアルタイムで

確認でき、予約なども簡単にできるネットワークを構築し、全市町村の施設を共

通利用できるライフカード制度を導入する。 
また、各施設にも指定管理者制度を活用し、施設・空間マネジメントを民間企

業等に委ねることにより、より有効な施設整備・プログラム開発や地域のスポ

ーツコミュニティ形成支援等を促進する。 

効果 
○県民が施設を利用しやすくなり、スポーツを実施する県民が増加する 
○県民や企業によるスポーツ活動の活性化につながる 

課題 
☓スポーツ施設の利用状況を把握・管理するネットワーク化が必要になる 
☓適切にスポーツ施設・空間をマネジメントできる事業者が求められる 

 

（6）官民連携による合宿・コンベンション誘致 

● シナリオ８：スポーツ合宿のコーディネートの充実による誘致 
 

概要 

スポーツ合宿の対応窓口の一元化など、コーディネート機能の充実を図り、スポ

ーツ合宿の誘致をより一層強化する。また、練習試合のコーディネートなども行う

など、付加価値のあるサービスを提供する。 

効果 ○合宿のために来訪するアスリートやスポーツ団体、学生などが増加する 

課題 ☓コーディネート機能を担う団体が必要となる 
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３． シナリオの比較評価 

これまで詳述した個別シナリオについて、優先すべきシナリオを判断するため、シナリオの評

価軸（評価の視点）を設定し、各シナリオについて比較する。 
評価軸には、「県内売上高」「雇用者数 」「県内経済波及効果」「 地域特性の活用」「実現可

能性」「実現に 必要となる期間」を設定し、 検討委員会における議論により、次の通り評価した。 
 

図表 IV-２ シナリオ比較評価結果 
 

NO シナリオ 
県内 

売上高
雇用 

県内 

波及 

効果 

地域 

特性 

活用 

実現可

能性 

必要 

期間 

総合 

評価 

１ 

トップスポーツクラブを

活用したスポーツ関連

産業の活性化 

◎ △ ○ ○ ○ 中期 
S 

(11pt）

２ 

沖縄産資源を活用した

スポーツ関連食品の開

発 

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 中期 
S 

(15pt)

３ 
医療機関におけるスポ

ーツの活用 
○ △ ○ ○ △ 中期 

B 

(8pt) 

４ 
マリンスポーツ関連産

業の企業誘致 
○ ○ △ ◎ △ 長期 

A 

(9pt) 

５ 
スポーツ選手によるコ

ーチング・タレント事業 
○ ○ ○ ○ △ 中期 

A 

(9pt) 

６ 

エグゼクティヴ層の取り

込みに向けたスポーツ

ツーリズムの基盤強化 

△ △ ○ ◎ ◎ 長期 
S 

(10pt)

７ 

民間企業の活用による

スポーツ施設・空間マ

ネジメント強化 

○ △ ◎ △ ○ 長期 
S 

(10pt)

８ 

スポーツ合宿のコーデ

ィネートの充実による誘

致 

△ △ ○ ○ ◎ 短期 
A 

(9pt) 

（注）「必要期間」は、取り組みに一定の成果が現れるのに要する期間として「短期（１～２年）」「中期（３～４年）」「長期

（５年～）」程度を想定している。 
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V．検討委員会の開催概要 
 
スポーツ関連産業振興戦略構築調査事業に係るスポーツの産業化に向けた戦略の構築に

ついて検討するため、スポーツ関連産業振興戦略構築検討委員会設置要綱に基づき、「スポ

ーツ関連産業振興戦略構築検討委員会」を設置した。 
 

図表 V-１ 検討委員会の概要 
 

開催回 開催日時 主な議題 

第１回 
平成 25 年 

８月 29 日（木） 

●沖縄県のデータ分析 
●基礎調査の実施内容 
●沖縄の強みを活かしたスポーツ関連産業の振興 
●戦略・モデル事業検討の進め方・視点 

第２回 
平成 25 年 

10 月 30 日（水） 

●県内市町村アンケート調査結果報告 
●国内外先進事例紹介 
●想定されるシナリオのアイデア出し 

第３回 
平成 25 年 

12 月 25 日（水） 
●各シナリオに対する評価検証・意見交換 
●適切なシナリオの選択 

第４回 
平成 26 年 

３月 12 日（水） 
●次年度モデル事業の実施に関する検討 
●次年度以降の展開に関する意見交換 

 
  

VI．スポーツ関連産業振興戦略構築に向けた提言 
 
本事業での検討結果を踏まえ、平成 26 年度には、モデル事業の試行、スポーツビジネスモ

デルコンテスト、スポーツビジネス人材育成関連調査、スポーツ関連産業振興戦略構築に取り

組んでいく予定である。 
「トップスポーツクラブを活用したスポーツ関連産業の活性化」「沖縄産資源を活用したスポ

ーツ関連食品の開発」「エグゼクティヴ層の取り込みに向けたスポーツツーリズムの基盤強化」

の３つが有望シナリオとされ、モデル事業の候補とされている。これらをはじめとしたモデル事業

を実施し、その効果を検証することにより、その課題を探るとともに、スポーツ関連産業の可能性

について把握していく必要がある。 
これに加え、「民間企業の活用によるスポーツ施設・空間マネジメント強化」に関連して、より

使いやすく、使いたくなるようなスポーツ施設・空間を形成し、県民のスポーツ施設の活用を促

すことは、県民のスポーツに対する関心・意識の醸成に寄与し、スポーツアイランド沖縄の実現

に貢献するものと考えられる。 
ただし、モデル事業の候補はこれに限るものではなく、８つのシナリオ以外にも他産業等との

連携による新たなモデル事業創出の可能性も含めて、幅広く検討しなければならないだろう。 
スポーツ関連産業振興戦略を構築するにあたっては、沖縄県が目指すべきスポーツ関連産

業の将来像を描いた上で、その達成に向けてシナリオを体系的に整理し、人材育成を含めた

中長期的な取り組みを検討していくことが求められる。また、モデル事業の実施・検証によって

より具体的な課題を把握するとともに、ビジネスモデルコンテスト等の結果を活かしつつ、戦略

を構築していかなければならない。 
こうした検討を踏まえたスポーツ関連産業振興戦略を構築することにより、沖縄県のスポーツ

関連産業は、スポーツアイランド沖縄の実現に向けて大きく貢献するものになるだろう。 
以上 
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