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スポーツツアー造成ＷＴ報告 

 

座長 沢登 次彦 

副座長 高橋 義雄 

 

 

本ＷＴでのこれまでの議論を整理していく中で、新たなツアーの実証実験の実施に

向けたボトルネックとなるいくつかの課題のポイントが整理された。 
今後の実証実験や、推進に向けた議論において、以下の項目についての議論を深め

ていきたいと考える。 
 

課題１：インバウンドなどターゲットに対していかに魅力あるツアーに 
仕立てていくか 

 

訪日旅行の中でもスポーツツアーについてのイメージ、ブランドはまだ少ない。如

何に魅力的で、満足度が高まる、リピーターを生むツアーを造成できるかがカギであ

る。 

ポイントとしては、するスポーツ（ゴルフ、マラソン、自転車・・・）であれば、

プロのクリニック付きやウェア、装備、クラブなどの試着、試打、試乗など、の付加

価値が大事である。また、見るスポーツでは、見る前には、ゲームの紹介や選手紹介

など、見る楽しみを増大させる仕掛け、見終わった後には、参加団体の国の選手との

触れ合い、写真撮影などの付加価値づくりなど。それにより、リピート及び口コミで

の訴求効果を狙いたい。 

課題としては、スポーツ活動に対する保険の問題などがあり、安全性と合わせて今

後議論をしていく必要がある。 

 

 課題２：地域行政の協力をいかに創っていくか 

 

  公共施設の安価での利用、道路の使用許可など、行政の協力なくして、今後の発 
展は見込めない。行政にとって、スポーツ観光は、地域にどのくらいの経済波及効 
果をもたらすものなのかなど、現状のスポーツツアーの経済波及効果を測定し、行 
政との共有を深める必要がある。また、現状でも着地型のスポーツツアーが存在し 
ており、例えば、行政が深く関与して行っているスポーツツアーの成功事例を集め 
るコンテストの開催も一つの手立てであると考える。スポーツツーリズムの推進は 
地域へのメリットが大きいこともあり、今後は地域との連携が強く求められる。 
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 課題３：観るスポーツ、するスポーツと地域の魅力の連携 

 

日本の食、日本の温泉、日本の花火など、日本らしい観光の魅力とともに、日本の

スポーツを伝えていくことが必要であり、日本らしさを統一テーマに、ターゲットに

なる国のニーズを調査して、ツアーを組み立てていくことが大切である。 
また、現在進行中の医療ツーリズムとも「健康」という観点から地方を中心にスポ

ーツツーリズムとの接点を探っていく必要がある。 
 

 課題４：プロモーション、ＰＲ（パブリック・リレーションズ）についての戦略 

 

インバウンドであれば、現地の主要な旅行代理店のツアー造成担当（課長・係長ク

ラス）に今回の新しい価値を組み込んだスポーツツアーを体験してもらうなど、今後

のツアー造成を継続できる仕掛けも必要である。また、Ｗｅｂによる告知、口コミプ

ロモーションなどの仕掛けも必要。そして、持続可能なスポーツツーリズムにするた

めには、着地での情報公開をどのように構築するかも大事なポイントである。 

また、「観る」スポーツは原則として開催日や時期が決まっていることから、年間

を通じたツアーへの落とし込みとプロモーションを行うことが困難であるため、地域

ごとにその時期に行われているスポーツコンテンツを集約して伝えていく情報の一元

化が必要である。 
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チケッティング改善ＷＴ報告 

 

座長 高橋 義雄 

副座長 荒木 重雄 

 

チケッティング改善ＷＴが扱う活動として、大きく「観戦のためのチケッティング

システム」及び「スポーツをするためのエントリーシステム」に分類され、同時に、

行為者の意識から「それらを主目的とする」場合と「他の目的のついで」の場合に分

けられた。また分類シートは国内観光とインバウンドの２種類が考えられる（表１）。 
 

 表 1：チケッティング改善 WT が扱う活動分類（インバウンド対象） 

 具体的事例 主目的の場合 他の目的のついでの場合 

観戦チケット 

（みる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎国際大会（イレギュラー

なオリンピックや世界選手

権） 

ラグビーW杯（2019） 

世界柔道（2010.9） 

バレーボール世界選手権（20

10.10～11） 

IF（国際競技連盟）やNF（国

内競技団体）を通じたチケッ

ト販売 

⇒ツアー造成 

 

 

・情報発信（ホテルのコンシェル

ジェサービス、フリーペーパー）

／チケット購入システム 

 

 

 

◎国内リーグ・大会（国内で

常に行われる大会） 

大相撲・競馬 

 

 

 

情報発信（情報プラットホーム

）／チケット購入システム 

⇒ツアー造成 

 

 

 

・温泉、観光地、ビジネスとの組み

合わせによる販売 

・情報発信（ホテルのコンシェル

ジェサービス、フリーペーパー）／

チケット購入システム 

・多言語対応 

参加エントリー

（する） 

 

 

 

 

 

 

自然／施設 

ゴルフ・スキー・マリンスポ

ーツ・登山・フィットネスク

ラブ 

情報発信（情報プラットホー

ム）／国内施設のインバウンド

対応 

⇒ツアー造成 

 

情報発信（ホテルのコンシェルジ

ェサービス、フリーペーパー）／

用具用品レンタル／多言語対応 

⇒国内オプショナルツアー造成 

スポーツイベント 

マラソン・トライアスロン・

武道体験 

 

情報発信（情報プラットホー

ム）／エントリーシステム 

⇒ツアー造成 

 

情報発信（ホテルのコンシェルジ

ェサービス、フリーペーパー）／

多言語対応 

⇒国内国内オプショナルツアー造成
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今回はインバウンドを推進するに当たってボトルネックとなるいくつかの課題のポ

イントが整理された。今後、情報収集業務および実証実験や、推進に向け、以下の項

目についての議論を深めていきたいと考える。 
 

課題１：インバウンドのスポーツツーリズムの基礎情報収集 

 

チケット購入についてマーケティング調査がなされていないため、対象国のターゲ

ットごとにチケット（商品の内容）、価格、販売流通方法、プロモーションの最適化

を図るための情報を得る必要がある。また、海外からの旅行者がどんなスポーツコン

テンツの観戦を求めているか、そもそも需要がどの程度存在するのかも確認が必要な

項目と思われる。 

参考情報として国内の旅行業者が行っているアウトバウンドの事例も把握したい。

（海外ゴルフ、マリンスポーツ、大リーグ（MLB）観戦ツアー等） 
 

 [具体策（案）] 

  ・対象国、ターゲットのスポーツツーリズムマーケティング調査（web調査） 

  ・相撲／武道の海外支部等の会員数とこれまでのインバウンド旅行の実績調査 

  ・ゴルフ、スキー、マリンスポーツの実績調査（北海道、長野、ゴルフ業界、 

   沖縄等） 
  ・その他スポーツ競技団体における海外交流事業によるインバウンド旅行者の実 

  績調査 

・各国在日大使館へのヒアリング（web調査と同内容についてのヒアリング） 
・インバウンドツーリストが利用する情報ソースを調査（今後のプロモーション 

 媒体候補としての把握、および活用） 

  ・海外向けチケット販売をすでに行っている米国等のモデルを学習。（参考事例 

  として） 

 ・国内事例として外国人旅行者が訪れている観戦スポーツ（相撲など）のプロモ 

  ーションや販売手法などについての確認も必要 

 ・訪日旅行者がどのようなチケット販売手法を求めているのかの調査 

 

 課題２：日本国内のインバウンド対応の実証研究 

 

  国内に滞在するインバウンド客に対して、比較的安価で簡易な情報提供を行うこと

による影響を調査し、身近な介入による変化を検証し、問題点をさらに深く抽出し分

析検討する。 

  課題としては、情報提供者（コンシェルジェ等）とスポーツ団体からの情報提供と

最新の情報共有等が挙げられる。 
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 [具体策（案）] 

 ・滞在ホテルでのコンシェルジェ、情報提供サービスによる「みる（プロスポー  

ツ）」「する（公営競技賭け・武道）」活動への実績調査 

 ・フリーペーパーによる情報提供サービスによる「みる」「する」活動への実績  

調査 

 ・中央競馬会等（積極的な組織と連携）のインバウンド客対象ツアーの販売実験 

 

 課題３：海外向けスポーツツーリズム情報プラットホームの試行 

 

  海外からの関心をログ等の分析やプラットホームを通じたＷｅｂ調査などでマーケ

ティングの視点から分析する。対象国（韓国・台湾等）における大手ポータルサイト

との連携を検討なども検討が必要である。課題として、所属団体の協力、および、選

手本人・マネジメント側との肖像権の問題がある。 
 

[具体策（案）] 

 ・国内でプレイするアジア人プレイヤーの協力によるプラットホーム作成とその  

影響調査 

 

 課題４：国内スポーツ組織の国際戦略立案のための勉強会の開催 

 

  各ＷＴに共通していることであるが、国内スポーツ組織と観光業界、メディアの連

携強化を図ることが結果的にスポーツツーリズムを強化すると考える。 
 

 [具体策（案）] 

 ・国内スポーツ組織に国際担当者を配置するなど、インバウンドのスポーツツ   

ーリズムに積極的な団体による勉強会を定期開催することによる国内スポー   

ツ組織の変化を検証する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 6 -

 

国際化・国際交流推進ＷＴ報告 

 

座長 原田 宗彦 

副座長 藤口 光紀 

 
 

これまで行われた３回の国際化・国際交流ＷＴの議論を通じて、スポーツの国際化

や国際交流の推進を行っていく上での幾つかの課題とポイントが整理された。国際化

や国際交流は、抽出された課題を、実証実験まで煮詰める作業の難しいテーマである

が、今後は、以下の具体的な項目について議論を深めていく。 

 

課題１：招致支援 

 

  インバウンドツーリズムにスポーツが寄与できる最大のポイントは、海外からの集

客が見込める国際的なスポーツイベント招致である。これまで、都市や競技 団体が行

ってきた招致活動を、ツーリズムという視角から観光庁・関係省庁がどのように戦略

的に支援できるかについて議論を深める。具体的支援策は以下のとおり。 
 
[具体策（案）] 

・国際スポーツ大会招致への支援や、IOC関連の国際スポーツイベント（例えばSpo 
rt Accord Conventionなど）にブースを出し、日本のスポーツツーリズムの可能性

をアピールする。それによって、IFに対して国際大会や事前合宿等の呼び込みを行

う。2020年の五輪招致の支援も視野に入れる。 

・誘致可能な国際スポーツイベントを洗い出した上で国際イベントのアタックリスト

を作成し、地方公共団体や競技団体と一体になったイベント誘致活動を支援する。

具体的には、誘致活動のプロセスや、観光事業者の視点を盛り込んだ冊子やブック

レットを作成し、イベント誘致の機運を醸成する。 

・将来的にスポーツイベント誘致の事業主体となるスポーツコミッション的組織の設

立支援（補助金や専門的助言）を行う→さいたま市、関西、北海道、沖縄等 

・現在実施している誘致活動の事例収集 

・国際スポーツ大会誘致のケーススタディとして、現在誘致活動を進めている団体や

地方公共団体へのヒアリングの実施 
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 課題２：大会支援 

 

  既に我が国での開催が決定している大会に関し、国としてどのような支援ができる

かを議論する。さらに、そのような役割を担うスポーツツーリズム・アライアンスの

ような非営利組織の設立や、外国語に堪能なスポーツボランティアの組織化について

議論を行う。具体的支援策は以下のとおり。 
 

[具体策（案）] 

  ・既に開催が決定している世界柔道やラグビーワールドカップ等の国際スポーツ 

  イベントの組織委員会に対する事業支援 

  ・イベント開催の主体となる自治体や競技団体関係者が活用しやすいブックレッ 

  トの作製やポータルサイトの構築を支援する→課題3と関連 

  ・国際スポーツ大会実施のエビデンスとしての政府保障の制度化 

  ・既存の国内スポーツ大会での外国人受け入れ環境の整備と外国人枠の設定よる 

  国際化の支援 

 

 課題３： 情報発信 

 

  情報発信に関しては外向き（海外競技団体と一般向け）と内向き（地方公共団体、

競技団体）の二方向がある。前者は、日本のスポーツ・文化芸術をコンテンツ化し、

海外に情報発信することである。特に日本のスポーツツーリズムの強みである、武道

に関する情報の可視化が重要である。自治体や競技団体に対しても、知名度の低いス

ポーツツーリズムに関する情報を組織的に伝達する啓蒙的事業の展開が求められる。

具体策は以下のとおり。 
 

[具体策（案）] 

  ・優先順位としては、スポーツツーリズムの全体像が一目でわかるブックレットの

作製と関連組織への配布が必要。 

 ・社会実験として、ソーシャルメディアやユーチューブなど、新しいソーシャルメ

ディア・ミックスを考案し、スポーツツーリズム情報を発信する。 

 ・観光マイスターを活用した日本のフィーチャリングビデオの作製など、日本を発

信する国家戦略の立案。 
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施設魅力化・まちづくりＷＴ報告 

 

座長 吉永  憲 

副座長 原田 宗彦 

 

 

これまでの議論を整理していく中で、施設の魅力化やスポーツツーリズムを通じた

まちづくりを推進していくに当たり、実施にむけたボトルネックとなるいくつかの課

題のポイントが整理された。 

今後の実証実験や、推進に向けた議論において、以下の項目について議論を深めて

いく。 

 

課題１：規制緩和 

 

  スポーツツーリズム推進の妨げとなる規制の洗い出しと、規制緩和の具体的なあり

方を検討し、一定の方向性を出さなければならない。特に道路交通法や公園法の関係

は、スポーツイベントの成否に係るものだけに、議論を深める必要がある。例えば競

技を円滑に行うためのポリスエスコートなど、運営上必要と思われる各種の対応を取

ろうとしても、乗り越えなければならない様々なハードル存在し、それらの積み重ね

が我が国の国際競争力を弱め、国際スポーツ大会招致・開催の障害となっている。 

 それ以外にも、利用料を含むスタジアム利用規制の緩和や客席などの観戦環境整備

に関わるコストの問題など、スポーツ大会を開催しやすくするための支援が求められ

る。 

 また、施設魅力化の観点では、それぞれの競技場や、スタジアム使用に関する様々

な規制が存在する。可能なものと競技の特性上難しいものを判断しながら規制緩和の

方向性を探ること事が求められる。 

 

 課題２：人材育成 

 

  観光、スポーツ、地域再生などの観点に立ち、スポーツツーリズムを総合的にプロ

デュースできる人材を育成するための制度設計、仕組み作りが急務となっており、そ

のガイドライン作りなどの議論を深めていかなければならない。またこうした人材育

成を支えるものとして、スポーツ・健康・観光コンシュルジュやスポーツ観光ガイド

（例：スポーツミシュラン）など、スポーツツーリズム推進を支援する制度や媒体の

整備方法の検討も必要である。 

  人材を育成していく上で、スポーツツーリズムを担う人材の価値を認めていく活動

としての資格制度などを設定していくことも効果的である。 
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 課題３：関係データの収集・蓄積 

 

  国内でスポーツツーリズムを展開する上で必須事項となる、 

 

①全国各地のスポーツ競技会やイベント日程 

②同チケットガイド 

③各種イベントの募集（応募）要項 

④参加型スポーツのための施設ガイド 

⑤宿泊施設情報 

⑥各地の問い合わせ窓口情報 

 

などの情報を、全国レベルで収集する体制を検討し、具体的な仕組み作りを検討する

必要がある。また収集したデータをインターネット経由で検索できるデータベース構

築についても同時並行で検討し、ガイドラインを設定することを目指す。 

 


