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１．本事業実施にあたっての「基本的考え方」
（１）事業実施の目的
平成23年観光庁が「スポーツツーリズム推進基本方針」を策定するより前、平成22年より沖縄
県はスポーツツーリズム推進に取り組んできており、その中でも今年5年目を迎える本事業は、従
来のスポーツイベントの創出・定着だけでなく、平成27年のスポーツコミッション沖縄の本格稼
働を見据え、今後の沖縄におけるスポーツイベントの拡大へ向けた提言を行い「スポーツアイラ
ンド沖縄の実現」を目指した。

２００９年（平成２２年）より、沖縄県としてスポーツツーリズム推進に向けた取組を開始
平成22年度スポーツ・ツーリズム推進事業（戦略構築等業務）

「 21世紀ビジョン基本計画・実施計画」

2012年

スポーツツーリズムの推進に向けた各種施策・事業に取り組むことで、従来の沖縄観光に新たな
付加価値を加えた魅力あふれる観光を推進 し世界に誇れる沖縄観光ブランドを形成すること。

コンテンツ・受入強化
（モデル事業・芝人育成事業 等）

2014年

ワンストップ窓口・推進体制の整備
（アイランド事務局計画・準備事業 等）

誘致強化
（誘客事業、ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ調査事業 等）

［平成26年度］

「スポーツツーリズム戦略推進事業（スポーツツーリズム実施委員会運営業務等委託）」
本事業は、実質的に沖縄県のスポーツイベントの推進を担う重要な位置づけにある。5年目に
あた る 今年 度 は、 今 まで 採択 さ れた モ デル 事 業を 総 合的 に 分析 し 、 今 後の ス ポー ツイ
ベント拡大・定着に向けての方向付けを行う必要がある。

2015年

スポーツコミッション沖縄（仮称）設立
大会誘致

イベント誘致

合宿誘致

スポーツ施設整備

人材育成

2015年度4月より「スポーツコミッション沖縄（仮称）」の設立が予定されている。これにより
沖縄県がより一層のスポーツ施策を推進し、各事業が連携して展開されることで、スポーツによ
る経済効果及び地域活性が創出されていく。

「アジア・世界に開かれたスポーツアイランド沖縄」の実現
「スポーツ」を観光資源の一つとして捉え、推進・強化していくことで「スポーツ
アイランド」の地位確立を目指す。この長期的な取組により、スポーツ＝沖縄のイ
メージが根付き、2020年に向けたスポーツ団体の合宿誘致等、継続性のある誘客需
要を生み出すことができる。
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今年度は過去に支援したモデル事業の成果・課題検証を行うことで「今後のスポーツイベント拡
大に向けた方向性の提言」を行った。更にその情報を今後の沖縄県のスポーツツーリズム推進に
向けた財産として活用していくことを目指した。

＜今後のスポーツイベント拡大に向けた方向性の提言＞
これまでのスポーツツーリズムモデル事業の定着化等の検証結果から、成功要因や沖縄と親和
性の高い競技、イベント実施体制などを調査・整理したうえで、今後の沖縄県におけるスポーツ
イベント拡大と定着に向けた提言を策定した。
この取りまとめにより、沖縄県としての今後の支援のあり方や、スポーツイベント振興に向け
た助言や指導を行う基礎資料とするとともに、将来に向けたスポーツツーリズム推進の武器とし
て活用をしていく。

本事業

2010

2011

成功

成功
成功

2012

成功

沖縄県スポーツイベント振興の基礎資料

2013

2014

成功

成功

成功

成功

方向性の提言

（例）開催についての相談

スポーツイベント
開催希望者

情
成功 報
共
有
・
活
用

（例）スポーツ環境活用
についての相談

地域

将来に向けたスポーツツーリズム推進の武器
本事業が成功事例情報を提供することで、より具体的に
沖縄の優位性を伝えることができる 。またそれが他地域
と比べた時の強みとなる。
この情報をスポーツコミッション沖縄（仮称）でも活用
をしていくことで、更なるスポーツによる誘客を図る。

過去の実施事業の追跡調査等を実施し、これまでの
スポーツツーリズムモデル事業の定着化等の検証及
び今後の展開についての提言をとりまとめる。
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１．本事業実施にあたっての「基本的考え方」
（２）事業実施の基本方針
スポーツアイランド沖縄の形成に向けた本事業の目的を「魅力あるコンテンツの拡大と受入環
境の強化」とし、各実施項目において下記の基本方針に則り、事業を推進した。
（仕様書記載の事業目的より）
従来の沖縄観光に新たな付加価値を加えた魅力あふれる観光を推進
┗世界に誇れる沖縄観光ブランドを形成
［沖縄観光ブランド形成のためにスポーツツーリズムが寄与できる要素］
繁忙期と閑散期の格差縮小……スポーツが持つ周期性による集客効果、経済効果の実現
雇用創出……新たな専門性を持つ観光産業人材の創出

目的

魅力あるコンテンツの拡大と受入環境の強化
コンテンツ……スポーツによる県外誘客や経済効果を創出しつつ、沖縄ブランド形成に寄与するもの
受入環境………継続的な事業実施による人材育成や雇用創出等の体制整備

本事業の方針
知らせる
選 ぶ

広める

県内・県外への広報を実施し新規応募拡大に向けた取組を行う
過去の成果や実績を踏まえ、選定基準を見直しより可能性のある

事業を支援する
委員会を組織し、そこで出た提言を取りまとめるとともに、成功
要因を広め本事業の価値を高める

本事業の目的とした「魅力あるコンテンツの拡大と受入環境の強化」を達成するために、上記
の 3 つの方針を掲げ、事業募集、採択、実施支援を行った。
また、5 年目にあたる今年度は、平成 27 年のスポーツコミッション沖縄の本格稼働や、2020
年東京オリンピック・パラリンピック競技大会での事前合宿誘致等も意識し、今後の「スポーツ
アイランド沖縄」形成の一端を担う事業として、実質的なスポーツイベント推進を行う必要があ
る。過去 3 年の受託事業者としての経験や、日本のスポーツツーリズム推進に寄与してきた知見
やネットワークを活かし、モデル事業の成功事例を作りだすとともに他施策との有機的連携を目
指した。
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１．本事業実施にあたっての「基本的考え方」
（３）プロジェクト推進体制
過去三年間の本事業の受託事業体としてスポーツツーリズムの推進・事務局運営に関する万全
の実施体制で本事業に取り組んだ。

スポーツツーリズムモデル事業共同企業体
JTB沖縄

JTBコミュニケーションズ

既存の旅行業に加え、沖縄への地域観光資源を活用

2010年以降、国のスポーツツーリズムに関する業務

した旅行商品化や観光を切り口とした地域活性を行

を行い、観光庁の「スポーツツーリズム推進基本方

うことにより、沖縄県観光産業全体の発展を推進。

針」の作成やプロジェクト推進に寄与。ＪＳＴＡ立

プロ野球キャンプ・スポーツに関する調査事業、誘

ち上げから活動の中心を担い、全国からの情報集約

客事業、サイクルツーリズム分野の公的事業を受託

を行なっている。沖縄県内のスポーツツーリズム関

する他、各種事務局運営ノウハウを所有。

連事業をＪＴＢ沖縄と連係し実施。

ポイント

１ 旅行業界のNo.1カンパニーとしての「ツーリズム」の視点
2 各種スポーツ関連事業による「スポーツ」の視点

3 過去３年の受託事業体としての事業推進力
連携先
JSTA

連携先
早稲田大学スポーツ科学学術院

（日本スポーツ・ツーリズム推進機構）

（教授：原田宗彦）

セミナー開催時の資料提供

スポーツに関する専門的な研究機関

基調講演等

による経済効果・調査分析

本事業体の特徴

1

過去３年の受託事業体としてノウハウを最大限活用した運営を実現
過去採択事業の継続性の考察を踏まえた効果的な事業の採択を行ない、かつこれまでの事務局運営によ
り蓄積した事業運営スキーム・各種事務局資料の改善・活用による円滑な事業者支援、事務局運営・委
員会運営を実現し、今年度の仕様に合わせて事業を最適化。

2

他事業で蓄積したスポーツツーリズムの事例を生かしたコンサルティング
自主事業（ＪＴＢ沖縄）として実施をしている美ら島オキナワセンチュリーラン、沖縄県「プロ野球
キャンプ訪問観光促進事業」「スポーツ観光誘客促進事業」などを実施したスポーツ・ツーリズム実践
者としての知見を活用し、事業を定着化や誘客に結びつけるコンサルテーションを実施。

3

スポーツツーリズム関連団体と連携した事業推進
JSTA、早稲田大学スポーツ科学学術院、スポーツコミッション沖縄( 仮称）といった事業推進に必要
な専門機関と連携した事業実施体制を構築。
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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・提案受付
過去 3 年間の事務局運営実績をもとに、早期の公募開始と確実なスケジュール管理を行った。
また、応募事業者に対して今年度補助事業の仕組みとスポーツツーリズムの価値を丁寧に示すこ
とで、本事業の基本方針に則った事業を広く募集し、迅速かつ適切な公募活動を実施した。
【提案受付等のフロー】
事業受託（6月24日）

事前公示による周知

公募要領の作成

ポイント1

・過去資料の活用による迅速な資料作成

6月24日（火）～7月8日（火）

・助成金→補助金への適切な整理

2週間
ポイント２

公募開始日

・事業報告会参加者等への周知

平成26年7月9日（水）
説明会・セミナーの実施

7月15日（火）

・ネットワークを活用した県外周知

ポイント３

・説明会＋「応募者向けセミナー」の実施

質問の受付

7月17日（木）まで

事務局にて応募申請の受付・受付番号の交付、質問の受

付・回答等一切の業務を運営

2週間
提案書類の受付

7月25日（金）

事務局（JTB沖縄内）を受付先とし、担当のほか課員に
も受付対応を周知し、万全の体制で提案を受付
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２．スポーツツーリズムモデル事業の公募
（２）応募要領の作成
スポーツイベントの集客達成のためには、早い時期での参加者の募集開始が必要となることか
ら、昨年度の応募要領を活用しつつ、今年度の支援枠用にリバイスすることで早期の公募開始を
実現した。ただし今年度より支援金が「助成金」から、沖縄県がより主体的に事業に関与する観
点から「補助金」へと変更されたことを踏まえ、補助対象経費の範囲については正確な擦りあわ
せを行った上で、公募要領を作成した。

迅速に

適切に
助成金→補助金

過去要領の利活用

●一般管理費の削除

●人件費基準の見直し等

２．スポーツツーリズムモデル事業の公募
（３）広報・周知
6 月下旬に「7 月 8 日に公募を開始する予定であること」を事前公示することで、応募予定者の
企画作成にあてる期間を長くした。また公示後には、当共同体のネットワークを活用し、県外の
スポーツ関係者に対しても案内をかけることで、より魅力的な企画提案を広く募った。

事業受託
沖縄県公募・入札ページにて事業の 公募

事前公示
公示予定日・応募枠を伝えることで
前広な企画作成の開始を促す

●公募予定日

公式サイトにより求めるイベントの
イメージを視覚的に伝える

●募集するモデル事業

●各応募枠
-助成総額

-助成上限
-助成割合

前広に
周知

県外に
広く周知

昨年度の公式サイトへリンク

詳細公示

県公式ページ
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JSTA会員等

＜一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構の会員向けに事業を告知＞
JSTA 配信メール SAMPLE
From: JSTA 事務局 <info@sporttourism.or.jp>

日付: 2014 年 7 月 1 日 9:44

件名: 沖縄県_スポーツツーリズムに係るモデル事業の募集及び支援のご案内【情報提供】- JSTA メールマガジン No.36
To:●●●●

●●●●様

こんにちは！

日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）事務局 JSTA メールマガジンです。
本メールマガジンでは、JSTA が関係するイベントや
スポーツツーリズムに関する情報提供を目的に、不定期に発行させて頂いています！

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
株式会社 JTB 沖縄より情報提供がありましたので、
お知らせいたします。
-----------------------------------------------------沖縄県ではスポーツツーリズムの定着化による
繁忙期と閑散期の格差縮小、経済効果の実現等を目的として
スポーツイベントに係るモデル事業の募集及び支援を実施します。

正式な募集案内は 7 月上旬となりますが、
事業の募集期間が短期間となることから、事前告知を行ないます。

つきましては、下記内容をご確認の上、
より多くの皆様の事業への応募をお待ちしております。
http://sporttourism.us6.list-manage.com/track/click?u=24f55025f735a33d64916ba17&id=cc05281af1&e=9ab06b7966

---１．事業の概要
民間等が主体的に取り組むスポーツイベントをモデル事業として公募し、
その立ち上げ、定着および拡充へ向けた取組みを補助対象事業として支援する。

２．募集するモデル事業
県外・海外からの誘客が見込まれ、かつ沖縄でその種目を行う明確な優位性や理由があり、
補助終了後の事業の継続性および発展性が見込まれるスポーツイベント。
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３．補助金額について
募集するスポーツイベントの開催年度に応じて３つの応募枠を設け、
補助金額の上限は下記の通りとする。（補助金総額 48,000 千円）

（１）スポーツツーリズム新規事業支援枠 補助限度額
新規に立ち上げるスポーツイベントの運営に要する経費
補助率：3 分の 2 以内

補助限度額：10,000 千円／件

（２）スポーツツーリズム定着枠
立ち上げ後、２年目又は３年目のスポーツイベントの運営に要する経費
補助率：2 分の 1 以内

補助限度額：8,000 千円／件

（３）スポーツツーリズム拡充枠
立ち上げ後、4 年目以降のスポーツイベントで、新たな誘客の取組みに要する経費
補助率：4 分の 3 以内

補助限度額：10,000 千円／件

※但し、新たな誘客の取組みにかかる事業費が対象となり、
イベントの運営に係る経費については対象外

【この件に関するお問合せ先】
沖縄スポーツツーリズムモデル事業事務局（株式会社 JTB 沖縄内）
担当 ： 永見、島袋
TEL／098-860-1588 FAX／098-861-1308
e-mail ： mail@okinawasportsisland.com
※専用電話は 7/3 より開通予定です。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
発行⌘一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構
連絡先⌘info@sporttourism.or.jp
URL⌘ www.sporttourism.or.jp
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------◉ 本メールマガジンは JSTA 主催イベントなどでご登録いただいた方々のメールアドレスに送信させて頂いております。
今後配信を希望されない方は、下記 URL から配信停止のお手続きをお願い致します。

11

２．スポーツツーリズムモデル事業の公募
（４）応募者向けセミナーの開催
応募要領に記載された事業の趣旨や基本方針を正確に伝えるために「公募説明会」を開催。
さらに公募説明会後に、応募者向けの普及啓発セミナーを開催し、スポーツツーリズムの価値と
過去の成功事例等を説明することで、スポーツツ―リズムに対する知識と理解の底上げを図ると
共に、より求める事業に合致した企画提案の応募を促した。
日時：平成 26 年 7 月 15 日（火） 応募説明会……………10：00～10：45
応募者向けセミナー…10：55～11：45
場所：沖縄県立博物館・美術館 博物館講座室
【次第】
１．開会挨拶…沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課 スポーツ企画班 班長 諸見里 真
２．応募要領の説明…沖縄県スポーツツーリズムモデル事業事務局
～質疑応答～
３．応募者向けセミナー…沖縄県スポーツツーリズムモデル事業事務局
１）スポーツツーリズムとは
２）事業の役割と企画提案のポイント
～質疑応答～
４．閉会
＜セミナー実施の意義＞
公募説明会後に、事務局より応募者向けにスポーツツーリズムの経済効果や取り組む意義、過
去の採択事業例等を紹介することで、「なぜ沖縄県がスポーツツーリズムを推進するか」「どのよ
うなイベントを求めているか」を理解した上で、事業への応札に臨む仕組みを構築した。
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２．スポーツツーリズムモデル事業の公募
（５）応募枠の目的と支援費用の考え方の整理
沖縄県の公的事業における「実証～自走化」へ向けた考え方を踏まえ、各応募枠の目的を定義
した上で公募を実施した。また本事業の応募者には過去から継続して応募する事業者も多いこと
から、昨年度からの仕様変更のポイントを整理し、各応募枠の支援内容を理解した上での企画提
案を促した。
【募集する事業】
県外・海外からの誘客が見込まれ、かつ沖縄でその種目を行う明確な優位性や理由があり、補助
終了後の事業の継続性および発展性が見込まれるスポーツイベント。
【各応募枠の目的と支援費用】
公的事業の考え方

実証

定着

自走

事業費

総事業費が
1500万の場合

補助

目的

新規の取組が
1333万円の場合

総事業費が
1600万の場合
補助

総事業費の2/3
（上限1000万まで）

補助

2年目・３年目

スポーツツーリズム
新規事業支援枠

スポーツツーリズム定着化枠

新たな事業の発掘

既存の取組

総事業費の1/2
（上限800万まで）

1年目

誘客可能性のある
事業の定着化支援

誘客に特化した
新たな取り組みの3/4
（上限1000万まで）

4年目～

事業年度

スポーツツーリズム拡充枠
価値ある事業の更なる誘客強化

【昨年度からの主な変更点】
＜事業総額の変更＞

総助成額 110,000 千円→総補助額 48,000 千円に変更

＜各事業応募上限の変更＞

新規枠は 2 千万から 1 千万へ、定着枠は 1,500 万から 800 万へ、
拡大枠は 1,500 万から 1 千万へ変更となった

＜拡充枠の補助割合変更＞

拡充枠は補助割合が 1/2 から 3/4 へ変更となった
※但し、旅費は 1/2 の補助割合のままとする

＜助成金から補助金へ＞

今年度からは補助金での支援となり、一部支援内容の変更を行った
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２．スポーツツーリズムモデル事業の公募
（６）公募要領
平成２６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
１．事業の目的
沖縄県では、沖縄２１世紀ビジョン基本計画及び実施計画において、スポーツツーリズムを推進するための
各種施策・事業に取り組むことで、従来の沖縄観光に新たな付加価値を加えた魅力あふれる観光を推進し、
世界に誇れる沖縄観光ブランドを形成することとしている。
沖縄におけるスポーツツーリズムは、繁忙期と閑散期の格差縮小・雇用創出、新たな専門性を持つ観光産
業人材の創出及びスポーツが持つ周期性による集客効果・経済効果の実現等、沖縄観光の推進に寄与する
ことから、沖縄県ではスポーツイベントに係るモデル事業への支援を通して、スポーツツーリズムの定着化に
取り組んでいる。
本事業では、スポーツをテーマに民間等が主体的に取り組むスポーツイベントの立ち上げの支援、定着化
および拡充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。

２．主催及び連絡先
（１）主 催 ： 沖縄県
（２）連絡先 ： 沖縄県スポーツツーリズムモデル事業事務局（株式会社ＪＴＢ沖縄内）
永見（ながみ）、島袋（しまぶくろ）
〒９００－０００６ 沖縄県那覇市おもろまち４－１９－３０

e-mail mail@okinawasportsisland.com
ＴＥＬ ０９８－８６０－１５８８

ＦＡＸ ０９８－８６１－１３０８

※連絡の際の件名は冒頭に「ＳＴモデル事業：」と記載すること。
※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。

３．応募の主体
沖縄県で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）

※①の応募にあたって、提案するモデル事業に他の地方公共団体の予算及び支援を受けて取り組む場合
は、当該地方公共団体の予算の概要及び担当部署に関する書類等を添付すること。
※複数の団体が、共同企業体及び実行委員会等を設置して応募することができる。
共同企業体は交付先となる代表幹事を指定した協定書を作成、実行委員会等は規約（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。
※提案は、１社１提案とする。また、共同企業体を構成する場合にも、他に単独、あるいは他の共同企業体
として提出することはできない。
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４．募集するモデル事業
県外・海外からの誘客が見込まれ、かつ沖縄でその種目を行う明確な優位性や理由があり、補助事業終
了後の事業の継続性及び発展性が見込まれるスポーツイベント。
※民間等が主体的に取り組む事業を対象とする。
※実施期間は、補助金交付決定の日から平成２７年２月２８日（土）までを原則とする。

５．補助金額
募集するスポーツイベントの開催実績に応じて３つの応募枠を設け、補助金額の上限及び補助率は下記の
通りとする。
１．スポーツツーリズム新規事業支援枠
新たに立ち上げるスポーツイベントに対して支援を行う。
１件あたりの補助額の上限を1０,０００千円、補助率は総事業費（税別）の２/３以内とする。
２．スポーツツーリズム定着化枠
事業立ち上げ後、２年目又は３年目のスポーツイベントに対して、定着化に向けた支援を行う。
１件あたりの補助額の上限を８,０００千円、補助率は総事業費（税別）の１/２以内とする。
３．スポーツツーリズム拡充枠
既存スポーツイベントにおける新たな県外・海外からの誘客に資する取組等に対して支援を行う。
１件あたりの補助額の上限を１０,０００千円、補助率は新たな取組の事業費（税別）の３/４以内とする。
（拡充枠の誘客に資する取り組みの一例）
県外・海外プロモーション／プロモーションツールの作成／オフィシャルツアーの造成 等
公的事業の考え方

実証

定着

自走

事業費

総事業費が
1500万の場合

補助

目的

総事業費の2/3
（上限1000万まで）

補助

補助

2年目・３年目

スポーツツーリズム
新規事業支援枠

スポーツツーリズム定着化枠
誘客可能性のある
事業の定着化支援

誘客に特化した
新たな取り組みの3/4
（上限1000万まで）

既存の取組

総事業費の1/2
（上限800万まで）

1年目

新たな事業の発掘

新規の取組が
1333万円の場合

総事業費が
1600万の場合

4年目～

スポーツツーリズム拡充枠
価値ある事業の更なる誘客強化

※補助金総額は４８,０００千円とし、採択件数は事業の申請状況を勘案し調整する。
※総事業費から消費税額を引いた額に対して、上記補助率を乗じた額が補助金額となる。
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事業年度

※イベント収入(協賛・参加料等)を総事業費から差し引いた上で、補助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。（本事業の項目１５を参照）
※過去に採択された事業の応募も可とする。但し、過去採択時の課題と改善点を記載し、 継続支援が必要
な理由を提示すること。

６．補助対象経費の範囲
モデル事業の実施に直接必要なソフト面の経費。
※補助対象経費の詳細については、別表（第 3 条関係）を参照。
【※対象とならない経費の具体例】
（１）スポーツツーリズム戦略推進事業（モデル事業実施業務）補助金交付要領（別表の項目）以外の経費。
（２）領収書等の支払い事実が確認できないもの。
（３）補助対象期間外に使用した経費（補助交付決定以前、及び原則として平成２７年２月２８日以降に使用し
た経費）
（４）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。
（５）事業運営に直接必要と思われない経費。
例）事業との関連が不明確な旅費等
（６）「スポーツツーリズム拡充枠」は新たな誘客に資する取組等に対して支援を行うため、既存事業の実施運
営に必要と思われる経費は支援の対象外となる。

７．実施体制
（１）提案された事業の実施は、補助金の交付決定を受けた提案者が自ら行うこととする。
（２）補助金の交付決定を受けた提案者以外の者へ、事業の一部を委託することは可能とするが、その場合
は、運営事務局からあらかじめ了承を得ること。
（３）実行委員会等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、構成員に対し委
託することができる。

８．応募の手続き
（１）応募要領等の掲載
ア 掲載期間：平成２６年７月９日（水）～７月２５日（金）
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」ページ
（２）応募説明会および応募者向けセミナー（応募資格のある者のみ）
ア 開催日時： 応募説明会／平成２６年７月１５日（火）午前１０時～
応募者向けセミナー／平成２６年７月１５日（火）午前１０時５５分～
イ 開催場所： 沖縄県立博物館・美術館

博物館講座室

（〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち 3 丁目 1 番 1 号）
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ウ 申込期日： 平成２６年７月１４日（月）午後５時まで
別紙【様式 1】「出席申込書」を期日までに開封確認付きメールに添付して提出すること。
提出アドレス：mail@okinawasportsisland.com
※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１名の参加とする。
※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。）
※説明会終了後、事業目的に合致したモデル事業が応募されることを目的として、応募者向けセミ
ナーを開催する。参加を希望する団体は出席申込書【様式１】に参加の有無を記載すること。

（３）応募に係る質問事項の受付（応募資格のある者のみ）
ア 受付期日： 平成２６年７月９日（水）～平成２６年７月１７日（木）午後５時まで
別紙【様式９】「質問事項」を期日までに開封確認付きメールに添付して提出すること。
提出アドレス：mail@okinawasportsisland.com
※開封確認付きメールができない場合は事務局に到着確認の連絡をすること。
※回答は、随時、スポーツ振興課サイトに掲載し、最終回答は平成２６年７月１８日（金）午後５時ま
でに掲載する。

（４）企画提案書及び応募書類等の提出期限
ア 提出期限： 平成２６年７月２５日（金）午後５時まで
イ 提出場所： 〒９００－０００６ 沖縄県那覇市おもろまち４－１９－３０ ３階
沖縄県スポーツツーリズムモデル事業事務局（（株）ＪＴＢ沖縄内）
担当：永見（ながみ）、島袋（しまぶくろ）
※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： ９に定める（２）～（１０）の書類
エ 提出部数： １５部
※押印済みの原本１部を含む
※提出書類は【様式２～８】の順で並べ、左横２穴パンチ（左スペース２ｃｍ以上）、クリップ止
めで提出すること（ホッチキス、ファイル閉じ不可）
※９に定める書類のうち（９）（１０）についてはコピー1 部のみの提出とする
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９．提出書類等
（１）公募説明会出席申込書・・【様式１】
（２）企画提案書・・・・・・・・・・・【様式２】
ア Ａ４版縦書きとし、１５ページ以内とすること。
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 各応募枠によって指定する、必須記載項目を満たすこと。
（本応募要領の項目１１を参照）
（３）スケジュール表・・・・・・・・【様式３】
（４）執行体制・・・・・・・・・・・・・【様式４】
（５）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
②旅費
③会議費
④謝金
⑤使用料及び賃借料
⑥消耗品費
⑦印刷製本費
⑧補助員人件費
⑨広告宣伝費
⑩その他諸経費
⑪委託料
（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。
（注４）「新規事業支援枠・定着枠」、「拡充枠」で提出様式が異なるので留意すること。
（６）会社概要（組織図、業務内容、資格等）・・・【様式６】
（７）実績書・・・・・・・・・・・・・・・・【様式７】
（８）エントリーシート・・・・・・・・・【様式８】 ※Ａ３版縦書きで提出すること
（９）県税納税証明書（法人事業税又は個人事業税）
（10）国税納税証明書（法人税又は申告所得税）
（11）質問書・・・・・・・・・・・・・・・・【様式９】
※上記（６）、（７）、（９）、（10）について、共同企業体を設置し応募する場合は、全事業者分を提出すること。
※上記（９）、（10）については、コピー1 部を厳封の上、沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課宛
とし、応募書類と一緒に同封すること。
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１０．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実施委員会において、提案された事業を審査
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、必要に応じてプレゼンテーション等を実施する。
なお、委員会等の選考過程は非公開とする。
（３）また、申請要件に合致する事業者について、事業実施予定場所等の確認や事業計画の詳細等を確認す
るため、電話やメールで事前調査を行なうことがある。
（４）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、県外・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．沖縄の優位性の活用
沖縄の持つ観光資源、スポーツ資源や、自然環境・気候等の沖縄ならではの優位性を活用し、旅行者
や競技者がスポーツを目的に沖縄に行く「意味」を作り出していること。

２．事業の定着化、継続性、拡大
単年度の事業実施ではなく、助成終了後も長期的に継続実施が見込める計画があること。また、将来的
な事業拡大に向けた明確なビジョンや、旅行者や競技者を継続的に呼び込んでいける手法を持ってい
ること。

３．地域経済への貢献
県外からの誘客人数や、観光消費等により地域への経済効果が高い事業設計・取組が計画されてい
ること。また事業収益だけでなく地域経済への貢献が期待できること。

※新規の取組を支援する「スポーツツーリズム新規事業支援枠」については上記の事業目的全てに留
意し、事業規模の大小に関わらず新たな沖縄のスポーツツーリズムの可能性を広げる取組の企画策
定を行うこと。
※事業の定着化を支援する「スポーツツーリズム定着化枠」については事業目的の視点「２．事業の定
着化、継続性、拡大」に留意して企画策定を行うこと。
※県外・海外からの誘客に関する取組みを支援する「スポーツツーリズム拡充枠」については事業目的
の視点「３．地域経済への貢献」に留意して企画策定を行うこと。
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【事業内容の視点】
＜基本的な業務内容＞
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（提案するスポーツに市場性があり県外・海外からの誘客が見込めるか）
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（観光産業等への波及効果・相乗効果が見込まれる取り組みか）
⑥ 主体性（提案者が地域・自身の課題改善を目指し主体性を持って事業推進ができているか）
⑦ 実施体制（開催地域や関係団体との連携が構築され運営に足る体制が備わっているか）
⑧ プロモーション戦略（ターゲットが明確に定められ、県外・海外からの誘客につなげる戦略が綿密に
計画されているか）
⑨ 実現性（提案内容が確実に提案期間内に実現出来る取り組みか）
⑩ 計画性（補助以降の自走可能な収支計画がされているか）
⑪ 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）
⑫ 妥当性（予算計上が適当か）

１１．各応募枠の必須記載項目
各応募枠の目的に沿った事業を採択するため、応募枠ごとに下記項目の記載を求めるものとする。なお、
各応募枠ともに提案時に必ず県外からの参加人数の目標値の設定を行うこと。この設定数値は採択後の
事業成果の指標とするため、目標値達成に向けた事業設計と実施を求めるものとする。
＜各応募枠の記載項目＞
１．スポーツツーリズム新規事業支援枠
・事業（種目）の市場規模・類似案件での誘客事例等、誘客に資する可能性を示すこと
・事業実施に必要な地域・関連団体との連携体制を示すこと

２．スポーツツーリズム定着化枠
・過去の誘客実績（県内・県外・海外）を示すこと
・助成以降の自走化へ向けた取り組みと収支計画を示すこと

３．スポーツツーリズム拡充枠
・過去の誘客実績（県内・県外・海外）を示すこと
・これまでのイベント内容・誘客施策と新たな誘客施策を区別して記載すること

※ 「スポーツツーリズム定着化枠および拡充枠」については、事業採択後に過去の実施内容を示す資料
（報告書・誘客実績・収支明細等）の提出を求める場合がある。
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１２．審査結果について
（１）応募事業者に対して、採択及び不採択通知をすることとする。なお、通知方法は、メールまたは、ファック
スで行うこととする。
（２）審査内容、審査経過に関する問い合わせには応じない。

１３．モデル事業の内容
モデル事業に補助金の支払いをするにあたり、前述の「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）受入地域との連携
モデル事業の開催地となる市町村・関係者と十分な実施体制を構築し、近隣住民への配慮、各種申請
等、事業実施に必要な地域との手続きを円滑に進めること。

（２）企画提出書類の修正対応
入選者の選定にあたっては、提案された内容を総合的に評価し決定する。このため、業務を実施するに
あたっては、県・事務局と協議して進めて行くものとし、内容によって修正版の企画提案書類を提出した
上で、事業の実施に臨むこと。

（３）企画内容に沿った事業の遂行と事業進捗シートの提出
提案する企画内容に沿った事業を遂行し、事業の進捗、収支計画などの状況を記した事業進捗
シートを、事務局が指定する期日（月１回程度）に定期的に提出すること。

（４）参加者アンケートなどの調査業務の実施
２０問程度の調査票の印刷を行い、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
データ化を行なった上で事務局へ提出すること。
※調査項目は沖縄県と協議のうえ事務局で作成をするものとする。
※１００名程度の県外参加者の調査票獲得が好ましいが、それを下回る場合にはその理由（事業計画・
内容に基づく理由や適正人数など）を提案書に記載すること。

（５）県広報用写真における肖像権の使用許諾
参加者への肖像権の使用許諾について、沖縄県での使用を前提として県・事務局との協議を行なえるこ
と。
※著名人の肖像権については使用を求めない。

（６）経費の支払い業務及び関係証拠書類の整理・保管
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事前に定められた、補助額と補助対象項目に対する、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。
※関係証拠書類は月毎に管理しそれぞれが符合するように整理すること。なお、県・事務局において、
中間検査を年数回程度実施する。
※事業終了後、５ヶ年の間、国の会計検査院による、事業実施者への検査が行われる場合があることに
留意。

1４．完了報告及び補助金の交付・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。（詳細は補助金交付決定後に調整する。）
①事業実施報告書（概要版）： A4-3 頁程度、1 部、電子媒体１式
②事業実施報告書（詳細版）： A4-40 頁以上、30 部、電子媒体１式
③収支の状況を明らかにする収支明細書、関係証票類その他必要書類（１式）
④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）
※①については事業完了後二週間以内、②③④については事業完了後一ヶ月以内に提出する
こと

（２）補助金の請求及び支払い
補助対象の経費については、事務局にて採択決定通知後、県に補助金交付申請書、事業計画書等を
提出した上で、県が交付決定する。
事業終了後は、沖縄県担当課及び運営事務局による完了検査合格後、補助金を請求すること。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。
※これまでは沖縄県の委託とし行った事業に対する「助成金」であったものに対し、本年度からは県が主
体的に事業に関与する観点から、直接、選定事業者に対し「補助金」として支払する。

（３）補助金交付決定に関する注意事項
補助金額の交付決定は、採択後の事業実施の内容や、事業終了後の関係証拠書類を確認したうえで
行なうものとする。従って採択時に通知した金額が担保されるものではない。
提案時に設定を行った県外参加人数の目標値に届かない場合は人数に応じて変動する費用項目に
対して補助金金額が変更になる場合がある。
また、県外参加人数の目標値を大きく下回った場合には、事業そのものが成立していないとして支援
金額の支払いが出来ない場合があるので、その可能性が生じた場合には、すぐに事務局に報告の上、
相談をして事業を進めること。
実施前、実施後に関わらず虚偽の報告を行った場合や、事業実施の準備不足や怠慢によって事業の
滞りや事業中止などの事由が生じた場合には補助金の減額および採択の取り消しとする場合がある。

22

１５．イベント収入と補助額の考え方
本モデル事業では、イベント収入(協賛・参加料等)を総事業費から差し引いた上で、補助額の算出を行なう。
総事業費と収入についての考え方は下記のとおりとする。
※補助額は総事業費の２/３以内（新規事業支援枠）を例として記載する。

（１） 【総事業費の２/３】が【総事業費－収入予定額】より大きい場合

収入予定額
６００万円
総事業費
１,５００万円

補助金額
上限
１,０００万円

補助金額は
９００万円以内

総事業費の２／３（補助額の上限）が１,０００万円であっても、
総事業費１,５００万円－収入予定額６００万円が９００万円であることから、
補助金額は９００万円以内となる。
※ 実際の事業実施にあたり、収入額が予定額を超えた場合は、補助金額を減額して精算する。

（２）【総事業費の２/３】が【総事業費－収入予定額】より小さい場合

収入予定額
４００万円

総事業費
１,５００万円

１００万円の事業者自己負担が発生
助成額
上限
１,０００万円

助成額は１０００万円以内

⇒総事業費１,５００万円－収入予定額４００万円が１,１００万円であっても、
総事業費の２／３が１,０００万円であることから、補助金額は１,０００万円以内となる。

※ 事業実施にあたり、実際の収入額が収入予定額に満たない場合でも補助金額は変更しないため、算定
に当たっては留意すること。
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２．スポーツツーリズムモデル事業の公募
（７）応募事業一覧
公募の結果、下記に記載する 30 件の事業者の応募となった。
◆新規事業支援枠
事業名

団体名

種目

1 ジュニアゴルフツアー2015in沖縄

特定非営利活動法人沖縄県ゴルフ振興機構

ゴルフ

2 モトクロスが沖縄に貢献できること

特定非営利活動法人こども安全運転振興会

モトクロス

女性サイクリストのためのサイクリングイベント
3
ウィメンズライド石垣島実行委員会
「ウィメンズライド石垣島」
ゴルフをフックとし、長期誘客を実現するために必要な施策に関し
4
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
て
宜野湾トロピカルビーチをビーチサッカーの聖地に！
5
ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス
「宜野湾ビーチサッカートロピカルカップ」の開催

サイクリング
ゴルフ
サッカー

6 世界初開催！ビーチバブルサッカー大会

株式会社ザイグー

サッカー

国際スタンドアップパドルレース
7
「WATERMAN LEAGUE CHALLENGE SERIES」in石垣島

株式会社 日本旅行沖縄

マリン

8 IJGTアジア決勝大会の沖縄開催

株式会社近畿日本ツーリスト沖縄

ゴルフ

9 Fリーグ2014/2015 powered by iｎゼリー 沖縄セントラル

一般財団法人日本フットサル連盟

フットサル

名護ハーリーを活用したスポーツコンテンツ開発事業
10
「第1回 アジア国際ハーリー大会＜仮称＞」

公益財団法人 名護市観光協会

ハーリー

11 トライアスロン・アカデミー事業

株式会社 ブレーン沖縄

トライアスロン

12 3（スリー） kicks 3（スリー）

株式会社ＲＢＣビジョン

サッカー

13 ビーチテニス大会 in 久米島（仮）

合同会社Verdure

ビーチテニス

株式会社レキオネシア

マリン
（サバニ）

ANAセールス株式会社

ウォーキング

株式会社シャイニング

ゴルフ

コーポレートゲームズ ジャパン 株式会社

総合スポーツ

デコピージャパン株式会社

マリン
（カイトボード）

学校法人智晴学園

マリン
（パドルボード）

株式会社アールビーズ 沖縄営業所

フルマラソン駅伝

特定非営利活動法人 名護市体育協会

フルマラソン

14
15
16
17

伝統帆掛け木造舟カーニバル2014in沖縄
Traditional Wooden Sailing Boat Carnival2014 in Okinawa
シニア向けウォーキングイベント
「スマホを持って旅に出よう」キャンペーン
親子参加型ゴルフイベント
「Father and Son Golf project in Okinawa」開催
21世紀ビジョン沖縄の夜明け
第1回OKINAWAコーポレートゲームズ

18 沖縄小浜島カイトボードフェスティバル（仮）
スタンドアップパドルボード競技
「ぎんばるカップ2015」
ランネット・フルマラソン駅伝
20
in豊崎美らSUNビーチ
沖縄本島初ウルトラ・本島北部初フル！
21
オール名護でプロジェクトチーム「第1回なごうらマラソン」
19

（スタンドアップパドルボード）

◆定着化枠
事業名

団体名

1 ストライダーエンジョイカップ2014 JAL沖縄ステージ

ホテル日航アリビラ

2 第9回青少年国際サッカー交流大会 in OKINAWA

専門学校サッカーフェスティバル実行委員会

3 久米島トライアスロン大会

一般社団法人 沖縄県サイクルスポーツ振興協会

東アジア少年野球交流フェスティバル
4
IN 恩納村・うるま市
育成会ドリームカップ
5
～中学3年生硬式野球大会～
アジアのゴルフ鉄人が集う
6
第2回アジアゴルフトライ54 in宮古島
7 グルメラン in 沖縄・美らSUNビーチ

種目
ストライダー
サッカー
トライアスロン

株式会社 日本旅行

野球

一般社団法人スポッツプロジェクト事務局

野球

有限会社サザンクロス・ロード

ゴルフ

グルメラン実行委員会

ランニング

◆拡充枠
事業名
おきなわマラソン2014
「RUN女子部」ツアー
第17回沖縄トロピカルカップ国際少年サッカー大会＆第24回はご
2
ろもカップ
第23回2015おきなわマラソン
3
～選ばれる大会に向けた取組～
1

団体名

種目

株式会社アプロード

マラソン

株式会社ジャンボツアーズ

サッカー

おきなわマラソン県外誘客強化事業共同企業体
（代表幹事：株式会社沖縄ドリームファクトリー）

マラソン

※宜野湾ビーチサッカートロピカルカップは提出後、応募辞退
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