
別紙２ ： スポーツ・ツーリズム推進連絡会議とは 

■設立趣旨■■設立趣旨■ 
観光立国の実現に向けては、我が国の豊富
なスポーツ資源を最大限に生かし、「観る
スポーツ」「するスポーツ」はもちろん、
国際スポーツイベントの誘致・開催などの
「支えるスポ ツ も含めた 総合的なス
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関係企業「支えるスポーツ」も含めた、総合的なス
ポーツ観光の推進により、インバウンド拡
大および国内観光振興を図ることが必要。 
 →関係省庁・関係団体が連携してスポー   
  ツ観光に関する総合的な推進方策につ
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  いて調査検討を行う場として設置。 
  各地域においても同様の組織が立ち上   
  がることを期待。 

観光関係団体 

■検討体制■ 

 

 
【本会議】 
○全体の目標設定、検討の総合調整 第１回：５月１８日 

 

 

 

○国・自治体でのスポーツツーリズム推進組織のあり方の調査検討 
○その他ＷＴに属しない課題の調査検討 
○スポーツツーリズム推進基本方針の策定 

第２回：６月２５日 

第３回：７月２８日 

 

 

 

 

②チケッティング改善ＷＴ 

外国人旅行者が容易にスポー
ツ試合の情報・チケットの入手
やスポーツ施設の利用ができ

③国際化・国際交流推進ＷＴ 

マーケティングを重視した、国
際スポーツ大会・合宿・関係会
合の戦略的誘致、国内スポー

④施設魅力化・まちづくりＷＴ 

マーケティングを重視した、ス
ポーツ施設の観光資源として
の魅力化、スポーツを核として

①スポーツツアー造成ＷＴ 

マーケティングを重視した、主
に海外からのスポーツ観戦ツ
アー・参加ツアー造成の促進

 

 

 

やスポ ツ施設の利用ができ
る環境の整備。 

合の戦略的誘致、国内スポ
ツの国際化と国際スポーツ交
流の推進。 

の魅力化、スポ ツを核として
観光客誘致を図るまちづくり
の推進。 

ア ・参加ツア 造成の促進。 



別紙３ ： 推進連絡会議のメンバー 

（プロスポーツ) 
平田   稔    
首藤 久雄  
平野 祐司 

（スポーツ関係企業・有識者） 
荒木 重雄  
斎藤 敏一  
高橋 義雄  
橋本 治朗

（社）日本野球機構（日本プロフェッショナル野球組織） 広報部長 
（社）日本プロサッカーリーグ イレブンミリオンプロジェクトマネージャー 
日本トップリーグ連携機構 事務局長 

 
（株）スポーツマーケティングラボラトリー 代表取締役社長 
（社）スポーツ健康産業団体連合会 会長 ※（株）ルネサンス代表取締役会長 
筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授 
（株）アールビーズ 代表取締役

（スポーツ統括団体） 
川島 雄二 
中森 康弘 
河原塚達樹 
三藤 芳生

橋本 治朗  
林  和男     
原田 宗彦    
藤井 純一    
藤口  光紀    
藤原達治郎 
渡邉 利

 
（財）日本体育協会 事務局次長 
（財）日本オリンピック委員会 総務企画・国際部長 
（財）日本レクリエーション協会 生涯スポーツ推進部長 
（財）日本武道館 理事・事務局長

（株）ア ルビ ズ 代表取締役
ぴあ（株）取締役 Co-founder 
早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 
（株）北海道日本ハムファイターズ 代表取締役社長  
（財）日本スポーツコミッション 評議員  
（社）日本フィットネス産業協会 会長 ※（株）ザ･ビッグスポーツ 社長 
（財）笹川スポ ツ財団 常務理事三藤 芳生  

（スポーツ競技団体） 
加賀山 公  
徳増 浩司  
森  泰夫   
村上 清

渡邉 一利  
（広告代理店） 
渡辺 広之  
前田 能成  
（メディア） 
菊池  裕     

（財）日本武道館 理事 事務局長

 
（財）日本サッカー協会 事業部部長 
（財）日本ラグビーフットボール協会 ＲＷＣ２０１９準備室事務局長 
（財）日本陸上競技連盟 事業部部長 
（財）全日本柔道連盟 事務局長

（財）笹川スポーツ財団 常務理事
 
（株）電通ソーシャル・プランニング局次長 
（株）博報堂ＤＹメディアパートナーズ スポーツ事業局サッカー事業部部長 
 
（株）フジテレビジョン スポーツ局スポーツメディア事業部長

村上  清  
橋本 聖子  
丸山 庄司 
大塚眞一郎 
川崎東太郎 

吉永  憲     
沢登 次彦    
（自治体） 
西坂 啓之    
（関係省庁） 
溝畑 宏

（財）全日本柔道連盟 事務局長

（財）日本スケート連盟会長 
日本スキー100周年委員会会長（㈶全日本スキー連盟顧問） 
（社）日本トライアスロン連合 専務理事 
（社）日本ホッケー協会 情報管理推進部長 

（株）共同通信 情報企画本部次長 
（株）リクルート 旅行カンパニーじゃらんリサーチセンター長 
 
東京都 スポーツ振興局 総務部 総務課長 
 
国土交通省観光庁 長官

（観光団体）  
丁野  朗  
 
興津 泰則 
島﨑 有平

溝畑 宏     
甲斐 正彰    
坪田 知広    
原田 淳志  
丸山 市郎  
芦立  訓     
中内 重則

 
（社）日本観光協会 常務理事・総合研究所長※（社）スポーツ健康 
        産業団体連合会理事 
（社）日本旅行業協会 国内・訪日旅行業務部長 
（社）全国旅行業協会 専務理事

国土交通省観光庁 長官
国土交通省観光庁 審議官 
国土交通省観光庁 スポーツ観光推進室長 
総務省 地域力創造グループ地域政策課長 
外務省 広報文化交流部人物交流室長 
文部科学省 スポーツ・青少年局競技スポーツ課長 
経済産業省 商務情報政策局サ ビ 産業課企画官

島﨑 有平  
坂本 眞一 
河上 一雄 
 （観光関係企業） 
越智 良典 
横溝 英明

中内 重則  
 

（社） 国旅行業協会 専務 事

北海道観光振興機構 会長 
（財）日本修学旅行協会 理事長 
 
近畿日本ツーリスト（株） 専務取締役 
楽天トラベル（株） 常務執行役員

経済産業省 商務情報政策局サービス産業課企画官
 

横溝 英明 
鎌田由美子 

 

楽天トラベル（株） 常務執行役員

ＪＲ東日本 事業創造本部開発・地域活性化部門担当部長 

 


