
【資料１】 

スポーツツーリズム推進の方向性スポーツツーリズム推進の方向性  

スポーツツーリズムを推進する意義とスポーツツーリズムを推進する意義と  

インバウンド拡大に向けたビジョンの確認インバウンド拡大に向けたビジョンの確認  

スポーツツーリズム推進連絡会議事務局 



スポーツツーリズム推進の意義スポーツツーリズム推進の意義  
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スポーツツーリズム推進の意義 

「観光立国日本の実現」に向け、「スポーツツーリズム」の役割を明確にし、「スポーツツーリズム

スポーツツーリズムとは？

観光 国日本 実現」 向 、 」 役割 明確 し、
推進基本方針」の策定につなげていきます。 

スポ ツツ リズムとは？
スポーツを「観る（観戦）」「する（楽しむ）」ための移動だけではなく、周辺の観光要素や、スポーツを「支
える」人々との交流や地域連携も付加した旅行スタイルです。 

みるスポーツ するスポーツみるスポ ツ

野球、サッカー等 
スポーツファン層 

するスポ ツ

健康、ライフスタイル等 
レジャー、余暇活動 

支えるスポーツ 
憧れ、参加の喜び 

競技への愛着 

アクティビティ リゾート アミューズメントなどの要素も含め 様々なスポーツとのかかわりを持つシーンアクティビティ、リゾ ト、アミュ ズメントなどの要素も含め、様々なスポ ツとのかかわりを持つシ ン
に観光要素を付加してサービスの複合化を行います。 
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「観光立国日本の実現」に向け、「スポーツツーリズム」の役割を明確にし、「スポーツツーリズム

スポーツツーリズム推進の意義 

観光 国日本 実現」 向 、 」 役割 明確 し、
推進基本方針」の策定につなげていきます。 

スポーツツーリズムを推進していくことにより、 

旅 魅力を作り出し新しい旅の魅力を作り出し、交流人口の増加を目指します。 

スポーツの切り口で日本の多種多様な観光資源を顕在化させ、 

日本の観光力を向上させます。 

訪日旅行者誘致及び 国内旅行の活性化を図 ていきます訪日旅行者誘致及び、国内旅行の活性化を図っていきます。 
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スポーツツーリズム推進の意義 

地域の活性化 産業の振興 

スポーツツーリズムの推進は、日本観光の有効な成長分野です

スポーツの振興 国際交流の推進 

スポ ツツ リズムの推進は、日本観光の有効な成長分野です

観光立国日本の実現観光立国日本の実現

訪日外国人旅行
者の増加

国際会議の開催
件数増加

国内観光旅行の
宿泊数の増加

国内観光旅行 
消費額の増加者の増加 件数増加 宿泊数の増加 消費額の増加 

３０００万人を
目指して 

５割増やし 
アジア最大へ 

年間４泊へ 年間３０兆円へ 

スポーツツーリズムの推進により「観光立国推進基本計画」の成果が期待できます 

新たな訪日モチ
ベーションの提供 

国際スポーツ大会・
会議の誘致活動 

もう一泊に繋がる 
旅の提案 

旅行先での新た
な選択肢の提供 
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スポーツツーリズムの推進は、日本観光の有効な成長分野です

「スポーツツーリズム推進の意義 

スポ ツツ リズムの推進は、日本観光の有効な成長分野です

新たな訪日モチ
ベーションの提供 

国際スポーツ大
会の誘致活動

もう一泊に繋がる 
旅の提案

旅行先での新た
な選択肢の提供 

しかし・・・ 
目指していくべき スポ ツツ リズムによる

スポーツ国際化の担

目指していくべき、スポーツツーリズムによる
観光活性化に向けては、まだまだ多くの課題があるのが現状です。 

スポーツ国際化の担
い手が必要 地域活性化の視点か

らの施策が必要 

自治体のスポーツビジ

外国人ツーリスト
の取り込みが弱い 

公的組織による国
際スポーツ大会の

日本独自の資源
を活かしたコン
テンツの発掘

多言語での情報発
信、購入の仕組み 

プロスポーツの受
け入れ、地域ス
ポーツ施設活用策

ネスに対する積極的な
支援と理解 

際スポーツ大会の
戦略的誘致 

テンツの発掘 ポ ツ施設活用策

スポーツツーリズム推進連絡会議 調査検討事項より抜粋 

どのように 課題解決を行い 訪日旅行者誘致及び 国内旅行の活性化につなげていくのか？どのように、課題解決を行い、訪日旅行者誘致及び、国内旅行の活性化につなげていくのか？ 

スポーツツーリズム推進基本方針スポーツツーリズム推進基本方針  ５ 



スポーツツーリズムによるインバウンド促進の考え方スポーツツーリズムによるインバウンド促進の考え方  
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ビジットジャパン事業のキャッチフレーズ

スポーツツーリズムによるインバウンド推進の考え方 

尽きることのない感動に出会える国、日本 
海外の方々に何度もお越しいただき、その都度、桜に代表される日本の豊かな自然、歴
史、伝統文化、および現在の文化、食、地域の人々の暮らしといった日本の多種多様な
観光資源を深く知っていただきたいという強いメッセージが込められています。

日本の観光資源を、いかに伝え、行動につなげて行くのか？ 

日本の観光資源を誇示していく事が出来るトリガー（引き鉄）それが スポーツツーリズム です。 
たとえば・・・たとえば・・・
【自然】豊かな自然があってはじめて成立するスポーツ 
【四季】移ろう四季の変化があって体験をすることが出来るスポーツ 
【歴史】日本の歴史や伝統が育んだスポーツ 
【文化】文化となっている、ハイレベルなプロスポーツ 
【地域】それぞれの地域に根ざし、その地域だけの魅力を持つスポーツ
【環境】豊かなスポーツ施設とインフラを活用したスポーツ大会 

スポーツという切り口を活用し、 
日本の多種多様な観光資源を顕在化していきます。 ７ 



■日本人の旅行タイプと、訪日動機との違い 

スポーツツーリズムによるインバウンド推進の考え方 

スキ

日本人の求める観光コンテンツ 
訪日外国人の訪日動機 

グルメ 
３７．４ 

海浜リゾート テーマパーク 
２６ ７

高原リゾート 
１８．２ リゾートホテル 

１３．７ 
花の名所 
１２．２ 

登山・山歩き 
１１．７ 

スキー
１０．５ 

釣り 
６．３ 

ゴルフ
温泉 

４９．２ 

自然 
４１ ３

２８．２
２６．７

動物園・水族館 
２２．１ 

ショッピング
１９．５ 

和風旅館 

町並み 
１８．５ 都市観光 

１６ ９

マリンスポーツ 
１１．２ 

海水浴 
１１．０ 

ロケ地

クルーズ 
４．８ 

ゴルフ
５．３ 

４１．３ 

歴史・文化 
３５．３ 

世界遺産 
２４．７ 

１９．０ 
１６．９

祭イベント 
１２．３ 

自然現象 
１０．５ 

秘境 
９．６ 

芸術鑑賞 
８ ８

ロケ地
６．１ 

工芸体験 
５．３ 

スポーツ観戦 
８．８ 

８．８

ＪＴＢＦ 旅行者動向２００８より 単位％ 

スポ ツの力で日本の豊かな観光資源を知らしめスポーツの力で日本の豊かな観光資源を知らしめ、
新たな訪日モチベーションとしていくことが出来るのではないか？ 
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■日本人の海外旅行でのスポーツ行動調査 

スポーツツーリズムによるインバウンド推進の考え方 

海外でスポーツをしたのは、どの様な目的でしたか？ 

全体の５３．７％が海
外旅行の目的として 
スポーツを行っているスポーツを行っている。

ＪＴＢコミュニケーションズオリジナル調査（ｎ＝５４４） 

海外旅行先でそのスポーツを行った理由は何ですか？ 

海外でスポーツを行う理由は、
その国や地域の観光行動と
密接な関係がある。 

観光資源とスポーツのマッチングを行い、 
「日本でスポーツをするストーリー」

ＪＴＢコミュニケーションズオリジナル調査（ｎ＝５４４） を伝えていくことがスポーツツーリズムを推進 
するためには必要なのではないか？ 
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■インバウンド推進を図るためのストーリー作り 

スポーツツーリズムによるインバウンド推進の考え方 

日本が有するスポーツ資源 見るスポーツ 
プ 野球 Ｊリ グ

するスポーツ 
ゴプロ野球、Ｊリーグ、

相撲・・・ 
ゴルフ、スキー、マ

ラソン・・・ 

××
日本が有する観光資源 歴史・文化 

地域資源
自然環境 

四季地域資源 四季

日本でスポ ツを楽しむスト リ

＝
 

日本でスポーツを楽しむストーリー
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■インバウンド推進を図るためのストーリー作り 

スポーツツーリズムによるインバウンド推進の考え方 

もう一つのインバウンド推進ストーリー 

国際スポーツ大会誘致の推進 

オリンピック招致をはじめとする、各競技の国際スポーツ大会や
合宿の誘致等の「国際スポーツ大会］に取り組むメリット 
 
■ 訪日外国人や国際会議件数の増加 
■ 日本人の観戦、参加による交流人口や観光消費額の増加 
■ 誘致活動を通じた日本の観光魅力の発信 

域■ 開催地域の国際交流や住民連携の社会的な効果 
 
しかし、現状は自治体や競技団体の孤軍奮闘 

による活動が中心とな ている

自治体や競技団体の国際スポ ツ大会をバックアップすることで

              による活動が中心となっている・・・ 

自治体や競技団体の国際スポーツ大会をバックアップすることで、 
国内外からの誘客と、観光行動への落し込みが可能となります。 
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スポーツツーリズムによるインバウンド推進の考え方 

【スポーツツーリズムにおけるインバウンド振興の基本コンセプト】 

日本の多種多様な観光資源を日本の多種多様な観光資源を

スポーツを通じて発信し 体験させることでスポ ツを通じて発信し、体験させることで

日本観光のブランド価値を向上させる日本観光のブランド価値を向上させる

１２ 



スポーツツーリズム推進連絡会議のこれからスポーツツーリズム推進連絡会議のこれから  
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スポーツツーリズムの推進は、日本観光の有効な成長分野です

スポーツツーリズム推進連絡会議のこれから 

スポ ツツ リズムの推進は、日本観光の有効な成長分野です

新たな訪日モチ
ベーションの提供 

国際スポーツ大
会の誘致活動

もう一泊に繋がる 
旅の提案

旅行先での新た
な選択肢の提供 

【スポーツツーリズム推進連絡会議の目的】 
スポーツツーリズムの課題を抽出し、解決の方向性を見つけ出すスポ ツツ リズムの課題を抽出し、解決の方向性を見つけ出す

専門的視点からの課題抽出専門的視点からの課題抽出

実証実験 調査 議論による課題の検証実証実験・調査・議論による課題の検証

座長・副座長を中心とした取りまとめ 

スポーツツーリズム推進基本方針 １４ 



スポ ツツ リズム推進基本方針

スポーツツーリズム推進連絡会議のこれから 

スポーツツーリズム推進基本方針

スポ ツツ リズムマ ケテ ング戦略
＝ 

スポーツツーリズムマーケティング戦略
スポーツツーリズム推進基本方針を策定するにあたり、日本のスポーツツーリズムの魅力を国内だけでなく、世界
に「売っていく」事を目的とした 交流人口の増加につながるマーケティング戦略が必要であると考えますに「売っていく」事を目的とした、交流人口の増加につながるマ ケティング戦略が必要であると考えます。

スポーツツーリズム推進基本計画＝マーケティング戦略と位置づけ、スポ ツツ リズム推進基本計画 マ ケティング戦略と位置づけ、
マーケティング活動の課題解決手法（7P)に基づいた戦略を策定 

PLAN（計画） DO（実行） 
価格（Price) 商品（P d t)

スポーツツーリズム推進基本計画

プロモーション（Promotion) 

価格（Price)

場所（Place) 

商品（Product)

「観る」「する」「支える」
スポーツコンテンツの商品化 

日本のスポーツコンテンツ
の海外との費用対効果差異 

スポーツ旅行商品やチケッ
ト、情報発信など スポーツ旅行商品の造成支援、

国際スポ ツ大会誘致など スポ ツツ リズム推進基本計画

（スポーツツーリズムマーケティング戦略） 

物的証拠（Physical Evidence） 

人（要員）（Personnel） 
業務プロセス（Process） 

国際スポーツ大会誘致など 

コンテンツや地域の受け入
れなどを担う人材の育成 受け入れ体制や地域との連

携のあり方など

CHECK（評価） ACTION（改善） 

携のあり方など魅力ある施設設備・環境の
整備 
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