
スポーツツーリズムとは？ 

スポーツツーリズムの推進について(中間報告)の概要 

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。    

Ⅰスポーツツーリズム推進の目指す姿 
スポーツツーリズムを推進していくことにより 新しい旅の魅力を作り出し 交流人口の増加を目指すスポーツツーリズムを推進していくことにより、新しい旅の魅力を作り出し、交流人口の増加を目指す。

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、インバウンドを拡大する。 
訪日旅行者誘致 及び、国内旅行の活性化 を図っていく。 

スポーツの振興 

地域の活性化 

国際交流の推進 

産業振興 

スポーツツーリズムの推進は 日本観光の起爆剤
「スポーツ立国戦略」とも協調 

観光立国の実現 
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

スポーツツーリズムの推進は、日本観光の起爆剤

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 

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 

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」の目標達成が期待できる 

Ⅱ議論の整理 
各ワーキングチーム（ＷＴ）による専門的視点からの課題抽出 

若者の旅行回帰 
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スポーツツアー造成ＷＴ 
・魅力あるツアー作り   ・地域行政の協力 

・地域の魅力との連携  ・プロモーション、ＰＲ戦略 

国際化・国際交流推進ＷＴ 
・招致支援         ・大会支援 

・情報発信 

施設魅力化・まちづくりＷＴ 
・規制緩和           ・人材育成 

・関係データの収集・蓄積 

各ＷＴで抽出された課題を「実証実験」「調査」「その他検討」に区分し検証 

チケッティングＷＴ 
・海外ニーズの把握    ・情報プラットフォーム施行 

・国内対応実証  ・スポーツ、観光、メディアの連携強化 



Ⅲスポーツツーリズム推進基本方針策定に向けて

中国・韓国を対象とした、スポーツクリニックツアー実証実験案１ 割引クーポン付フリーペーパーの情報発信実験実証実験案２

実証実験 

Ⅲスポ ツツ リズム推進基本方針策定に向けて

中国 韓国を対象とした、スポ ツクリ ックツア実証実験案１

【実証実験イメージ】 
韓国からの旅行者や、中国の富裕層を中心にブームが起こりつつある、ゴルフやスキーの実施だけでなく、コーチング、

スポーツグッズのショッピングアドバイスのパッケージ化を想定。 

【中国市場】 
国内に拠点を置く旅
行会社やメディアを対

スポーツ自体を 
日本でやる魅力

ゴルフクリニックツアー スキークリニックツアー 

割引ク ポン付フリ ペ パ の情報発信実験 実証実験案

【実証実験イメージ】 
空港や宿泊施設など、訪日旅行者との接点でツールの配布を行い、各スポーツ団体の協力のもと、タイムリーなスポーツ

コンテンツ日程やのチケット割引などの情報発信による誘導実験を行う。 

 ■空港や、宿泊施設などで 
   割引クーポン付き多言語 
   ツールを配布 

【多言語ツールイメージ】 
■ タブロイド型のフリー 

ペ パ を想定

■スポーツ観戦 

【韓国市場】 

行会社やメディアを対
象としたファムトリップ

を実施 

韓国の旅行会社に対
する商品化の働きか
けをおこない、商品化

を実施 

対象スポーツの 
上達を目指すプログラム 

スポーツメーカー等と 
連携したショッピング 

 ペーパーを想定
■ 各会場、日程、料金 

  等の情報を掲載 

■ 全ての会場で使える 
  割引クーポンを印刷 
※裏面にアンケート 

旅行者がアンケートに回
答し、クーポンにてチケッ

トを割引購入。 

実証実験案３ 本 ポ ズ ブ実証実験案３ 日本のスポーツツーリズムのセラーブース設置
【実証実験イメージ】 

ブースにて、スキー場、ゴルフ場、競馬等公営競技、Ｊリーグなどのスポーツコンテンツ・セラーが、海外バイヤーに対して
の商談を促すとともに海外バイヤーを中心とした来場者へのアンケートを実施。 

トラベルマートでのセラー支援展開
■ 国内スポーツセラーへの連絡 
国内スポーツ団体 自治体 メーカー

実証実験案４ 国内実施の国際スポーツ大会での観光行動誘発実験と課題調査 

【実証実験イメージ】 

2010年度開催大会における調査・実証実験 

・世界柔道（伝統スポーツ型／滞在型／競技スケ
ジュール確定型） 
＜実施方法＞  

・国際会議 
・事前合宿 
・調整入国

・競技大会 
・メディア取材 

・合宿 
・転戦帰国準

備 

大会開催前 大会期間後 大会期間中 

【スポーツツーリズム関係団体】 

スポーツ関連団体・企業 

旅行関連団体・企業 

地域自治体 ほか 

【各国ツーリズム・メディア】 

各国旅行会社 
ランドオペレーター 

海外メディア ほか 

マッチング 

トラ ル トでのセラ 支援展開国内スポ ツ団体、自治体、メ カ
などへの連絡を行い、出展を促す。 

■ 販売支援ツールの作成 
スポーツツーリズムに関わる印刷物
や画像などを作成しての、販売支援
を行う。 

オフィシャルホテル・会場などの旅行者との接点にて、
ヒアリング調査・情報提供を実施        

 ・参加者インタビューの実施 
  （受動サービス・ハード・ソフトの評価） 

 ・大会直接消費額調査 
 ・トラベルデスク設置（空港・ホテル・会場等） 

 ・日本文化体験ツアー等の企画実施 

調整入国
・メディア取材  

備
・メディア取材 

 

事前帰国する一部役
員へ事情報信・調査

を実施 

スケジュール余力が出やすい大会
後半～終了時で情報発信・調査・

実証実験を実施 

■ ３本のファムトリップを実施 
Ｆ１＋三重県 プロ野球＋都市 首都圏観戦スポーツ 

Ｆ１観戦と、三重県観光と
セットにした旅行商品によ

プロ野球観戦と都市のス
ポーツコンテンツとのマッチ

競馬等公営競技を含めた
スポーツ観戦やスタジアム

■ 参加者募集 

国内の旅行会社やメ
ディア担当者へのヒアリ
ングとファムトリップ参

■ 事後フォロー 

ファムトリップでのアンケー
トに加え、事後フォローによ
り商品化、記事化の情報

【実証実験イメージ】 
スポーツと観光のマッチングをテーマに、「Ｆ１＋三重県」「プロ野球＋都市」
「首都圏観戦スポーツ」の３種類のファムトリップを企画し、メディアや旅行

実証実験案５ 海外旅行会社、メディアに向けたツアーファムトリップ 

セットにした旅行商品によ
る滞在日数の増加などの

検証 

ポ ツコンテンツとのマッチ
ングを行い、新たな着地型

商品の検証 

スポーツ観戦やスタジアム
見学の、魅力度と商品力を

検証 

ングとファムトリップ参
加依頼を行います。 

り商品化、記事化の情報
収集を行います。 

首都圏観戦スポ ツ」の３種類のファムトリップを企画し、メディアや旅行
会社、留学生などの意見を基に施設魅力化やまちづくりのブラッシュアップ

を行います。 
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調査

ターゲット国の意識・スポーツの参加状況、旅行先でのスポーツ
観戦・参加の意向、情報入手経路などを確認する

調査項目１ 海外ニーズ調査 
スポーツツーリズムの戦略策定に向け、参考にすべき情報とし

て、他国における成功事例やプロモーション手法を収集。

調査項目２ 海外先進事例調査 
国内での、スポーツツーリズムの成功事例を「観る」「する」「支え

る」それぞれの視点から事例の取りまとめを行う。

調査項目３ 国内成功事例調査 

調査 

観戦 参加の意向、情報入手経路などを確認する
 

【調査対象国】  韓国／台湾／中国／オーストラリア 
【調査方法】   各国４００サンプルによるＷｅｂ調査 

【詳細】 
上記４か国を想定ターゲットとして、各国の日本に対するスポー

ツツーリズムの有効性、ポテンシャルを検証していく。   

て、他国における成功事例やプロモ ション手法を収集。
 

     【調査対象国】  韓国／カナダ 
     【調査方法】   事前情報収集と現地ヒアリング 

【詳細】 
カナダ・・・スポーツツーリズムの組織的運営手法の事例 

韓国・・・日本に近い環境でのスポーツツーリズムの取組み

る」それぞれの視点から事例の取りまとめを行う。 
 

  【調査方法】  関係者へのヒアリングや情報収集 
   ＜観る＞  観戦スポーツでの取り組みや課題の確認 
   ＜する＞  受け入れの状況や、世界的に組織を持つ伝統 

        スポーツのポテンシャルの確認 
   ＜支える＞ 国際スポーツ大会の誘致や実施内容 

その他検討事項１ その他検討事項２ その他検討事項３ 
人材育成 言語問題に対する

その他検討事項４ その他検討事項５ 
総合的なスポ ツ観光行政体制の

その他検討 

国外への情報発信手法の検討 施設魅力化に向けた検討 
人材育成・言語問題に対する 

検討 規制緩和策の検討 
総合的なスポーツ観光行政体制の

検討 

■スポーツコンテンツの一元化や、  
 情報発信の手法、活用すべきメ 

 ディアなどを検討。 

■今年度の調査事業や実証実験

■国内にあるスタジアムやスポーツ 
 施設、遊休施設などの魅力化とそ 

 の活用策を検討。 

■言語に関する課題も含めた施設

■スポーツツーリズムによる地域で 
 の活性化や国際化の担い手とな 
 る人材の育成の手法を検討。 

■今後様々なシーンにおいてボト

■地域でのスポーツの拡大におい 
 て、道路交通法や公園法などの  

 規制緩和の方向性を探る。 

■スポーツ大会開催に向けての競

■韓国における「文化体育観光部」 
 など他国の事例も踏まえ、スポー 
 ツツーリズム、文化観光などの 

 ニューツーリズム推進の観点から、 
■今年度の調査事業や実証実験 

 の結果も踏まえて、具体的な発信 
 手法案の策定を目指す。 

■言語に関する課題も含めた施設
 の受け入れの課題や施設の規制 
 緩和策に対しても議論を行う。 

■今後様々なシ ンにおいてボト 
 ルネックとなっている言語問題に 

 ついての解決策を探る。 

■スポーツ大会開催に向けての競
 技場使用料金や設備費などの課 

 題や規制の洗い出しを実施。 

 より効率的、効果的な行政組織や 
 行政機関の連携のあり方を検討。 

情報発信（案） 

スポーツツーリズム推進基本方針（＝スポーツツーリズムマーケティング戦略）の策定（平成２３年３月目途） 

受け入れ施策（案） 

■ 各国ニーズの詳細調査の実施 
■ ターゲット国へのスポーツツーリズムプロモーション 
■ スポーツツーリズムＷｅｂポータルサイト作成 
■ 日本のスポーツツーリズムブランドの確立 
■ 日本におけるムーブメント作り 

■ ジャパン・スポーツツーリズム・アライアンスの設立 
■ スポーツツーリズム推進の規制緩和策の実行 
■ 地域主導のスポーツコミッション設立 
■ コールセンター、アクセス表記など言語問題の対応 
■ 通訳案内士の活用など、支える人材の開発 -3- 



（参考）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

関係行政機関 

観光庁 
文部科学省 経済産業省 

外務省 総務省
ポ 体

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

スポーツ・ツーリズム推進連絡会議 

外務省 総務省
スポーツ団体
Ｊリーグ・プロ野球 

ＪＯＣ・柔道 等 

関係企業 

放送局・広告代理店 

旅行会社・鉄道会社等 

スポーツ関連企業 

  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。 
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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。 



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 
利渉 敏江 
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楽天トラベル（株） 常務執行役員

東日本旅客鉄道（株） 千葉支社事業部地域活性化PT 副課長 


