
平成２２年度都道府県等観光主管部長会議 説明要点

（スポーツ観光推進室）

１．スポーツ観光の推進について

１）スポーツ観光の趣旨と考え方

我が国の豊富なスポーツ資源を最大限に活用し、インバウンド拡大、国内観

光振興、地域活性化の起爆剤とする。

新成長戦略や観光大臣会合でも「スポーツ観光」が位置付けられており、国

家戦略として推進するこことなった。

２）スポーツ観光の推進にむけて

観光立国推進本部・観光連携コンソーシアムで取りまとめた５つの取り組み

目標に向けて「スポーツ・ツーリズム推進連絡会議」やＷＥＢサイト発信、各競

技団体との個別連携、スポーツ観光マイスター制度等を進めている。

３）国際大会における連携

今年の主要国際大会である、世界柔道・Ｆ１・世界バレー女子を活用したスポ

ーツ観光ＰＲ・国際観光振興をそれぞれ行う。

４）Ｈ２３概算要求「スポーツ観光支援事業」

海外からのスポーツ観光客の飛躍的増加と国内スポーツ観光旅行の促進を

図るため、各地域が主体的に企画立案・調整したスポーツ観光プランを、自

治体・民間・協議会等から広く公募し、秀逸なものについては観光庁として共

催支援を行う。

５）スポーツ観光ロゴ／キャッチフレーズ

積極的な活用により、スポーツ観光を浸透させていきたい。後援名義を付与

する場合は併せて使用可能。それ以外の場合も柔軟に対応予定。

２．ご紹介「トライアスロンEXPO2010」

「するスポーツ」と観光ＰＲとの融合という意味で、トライアスロンを行っている

自治体で、次回の大会ＰＲと周辺観光ＰＲを兼ねて活用してはどうか。



 
    スポーツ観光の推進について 

平成２２年１０月４日 
 

観光庁 スポーツ観光推進室 

都道府県等観光主管部長会議  資料 



我が国の豊富なスポーツ資源 

スポーツ観光の趣旨 

①観光客         → 周辺地でのスポーツ観戦やスポーツイベントへの参加 
②スポーツ観戦客・参加者 → 周辺地観光 
という「観光」「スポーツ」の相互乗入れの促進 →地域間、国家間の交流人口の拡大 
 
観光庁は、関係府省・関係団体と密接に連携協力し、スポーツ観光を総合的に振興。 
  
様々な潜在需要の喚起＆関連産業への多大な波及効果 →地域と我が国経済の活性化 

世界的にもハイレベルな  
“観るスポーツ” 

 
ビジターの観戦者が周辺地の観光を楽し
み、また観光客が滞在プランの一つとし
て競技観戦も加えることで、旅そのもの
の充実のほか、各競技の振興、そして地
域活性化を目指す。 
 
プロ野球、Ｊリーグ、ラグビー、バレー
ボール、プロゴルフ、大相撲、柔
道 .etc 

世代を超えて人気を集める 
“するスポーツ” 

 
マラソン等の参加者が応援の家族と共に
周辺地域の観光を楽しみ、また観光客が
入浴前の一汗としてテニス等に勤しむこ
とにより、旅そのものの充実のほか、健
康の増進、スポーツ施設の有効利用、ス
ポーツ用品・ファッションの需要喚起、
そして地域活性化を目指す。 
 
マラソン、ウォーキング、サイクリング、
登山、トライアスロン、スキー、ゴルフ、
草野球 .etc 

観光での内需拡大が急がれる今、これら魅力あるスポーツ資源を最大限に活用し、インバウンド拡大、 
国内観光振興、そして地域活性化の「起爆剤」に！！ 
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地域や国が一体となって携わる 
“支えるスポーツ” 

 
スポーツチームの地域経営や市民ボラン
ティアとしての大会支援、地域や国を挙
げての国際競技大会・キャンプ（スポー
ツ合宿）の誘致により、交流人口の拡大、
地域活性化、地域・国の観光魅力の効果
的発信を目指す。 
 
プロリーグ公式戦、国体、インターハイ、
市民大会、マラソン大会、合宿、運動会、
各種国際大会、各種世界大会、 
総合スポーツクラブ .etc 



国家戦略としてのスポーツ観光 
 

＜平成２２年５月１７日：国土交通省成長戦略会議＞  
 

観光地の魅力度向上戦略「早期の実現を目指すもの」より抜粋 
 

 関係省庁の連携等を通じ、文化・スポーツなどをきっかけとした新たな訪日需要の開拓を行う。また、医療観光、 
 美容観光、 スポーツ観光などを連携させ、健康産業を観光の大きな柱とする。観光立国推進本部における検討 
 結果を踏まえながら、健康産業と連携した観光メニューについて検討を進め、具体化を図る。 
 

＜平成２２年６月１８日閣議決定：新成長戦略＞  
 

観光立国・地域活性化戦略～観光立国の推進～より抜粋 
 

 文化、芸術、スポーツ、環境、医療等をきっかけとした新たな需要開拓など、日本における新たな観光資源の 
 ポテンシャルについての検討 

＜平成２２年８月２１～２３日：日中韓観光大臣会合＞  
 

共同声明「東アジアにおける観光協力の深化」より抜粋 
 

 医療、スポーツ、文化（映画・テレビ、アニメ、ファッション、飲食を含む）などの観光資源の開発と利用についての 
 協力を促進 
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＜平成２２年９月２２～２３日：ＡＰＥＣ観光大臣会合＞  
 

奈良宣言「アジア太平洋地域における新たな成長戦略としての観光」より抜粋 
 

 医療観光・文化観光・スポーツ観光・MICE・エコツーリズムなど、他分野との融合等による新たな切り口の観光へ

の取組について情報交換を行い、各エコノミーにおける各種形態の観光の優良事例の共有を図り、アジア太平洋地
域内の新たな観光需要の掘り起こしを図る 



スポーツツーリズムによるインバウンド推進の考え方（１） 

温泉 
４９．２ 

自然 
４１．３ 

グルメ 
３７．４ 

歴史・文化 
３５．３ 

海浜リゾート 
２８．２ 

テーマパーク 
２６．７ 

世界遺産 
２４．７ 

動物園・水族館 
２２．１ 

ショッピング 
１９．５ 

和風旅館 
１９．０ 

町並み 
１８．５ 

高原リゾート 
１８．２ 

都市観光 
１６．９ 

リゾートホテル 
１３．７ 

祭イベント 
１２．３ 

花の名所 
１２．２ 

登山・山歩き 
１１．７ 

マリンスポーツ 
１１．２ 

海水浴 
１１．０ 

自然現象 
１０．５ 

スキー 
１０．５ 

秘境 
９．６ 

芸術鑑賞 
８．８ 

釣り 
６．３ 

ロケ地 
６．１ 

クルーズ 
４．８ 

工芸体験 
５．３ 

ゴルフ 
５．３ 

スポーツ観戦 
８．８ 

ＪＴＢＦ 旅行者動向２００８より 単位％ 

日本人の求める観光コンテンツ 

■日本人の旅行タイプと、訪日動機との違い 

訪日外国人の訪日動機 

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？ 

-3- 



スポーツツーリズムによるインバウンド推進の考え方（２） 

海外でスポーツをしたのは、どの様な目的でしたか？ 

海外旅行先でそのスポーツを行った理由は何ですか？ 

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。 

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。 

ＪＴＢコミュニケーションズオリジナル調査（ｎ＝５４４） 

ＪＴＢコミュニケーションズオリジナル調査（ｎ＝５４４） 

■日本人の海外旅行でのスポーツ行動調査 

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」 

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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スポーツツーリズムによるインバウンド推進の考え方（３） 

■インバウンド推進を図るためのストーリー作り 

日本が有するスポーツ資源 

日本でスポーツを楽しむストーリー 

× 

見るスポーツ 
プロ野球、Ｊリーグ、

相撲・・・ 

するスポーツ 
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 

＝
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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（４） 

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。 

もう一つのインバウンド推進ストーリー 

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 
■ 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っている・・・ 

国際スポーツ大会誘致の推進 

■インバウンド推進を図るためのストーリー作り 
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  スポーツ観光WEBサイトによる情報発信 
   各スポーツ競技団体HPとの相互乗り入れでスポーツ情報、周辺地域の観光情報等の提供を行う。 
 

  スポーツ競技団体との連携 
   スポーツを観光情報発信のコンテンツとして活用すると共に、大会等への支援も通してスポーツ振興にも寄与し、相互の発展を促す。 

 

  スポーツ観光マイスターによるＰＲ及び機運醸成 
   各スポーツ分野毎に発信力のある方を任命し、スポーツ観光の魅力ＰＲ及び機運醸成を図る。 

 

   ◆我が国スポーツ資源の海外発信と商品化、海外からのアクセス向上 

   ◆レジャースポーツ観光のアジア市場への販売促進 

   ◆ワールドカップ・オリピック等の国際競技大会や合宿・関係会議の日本誘致 

   ◆スポーツ施設の観光魅力化、スポーツを核とした観光まちづくりの推進 

   ◆観光とスポーツを一体的に推進できる行政組織・官民アライアンスの構築 

国の取り組み目標 

 

 

【メンバー】 

関係省庁、プロスポーツ団体、スポーツ統括団体、スポーツ競技団体、観光団体、

観光関係企業、スポーツ関係企業 
 

【検討課題】 

（１）国際スポーツ大会・合宿・会議の戦略的誘致のあり方 
（２）スポーツの国際化と国際交流の推進方策 
（３）スポーツ観戦・参加ツアー造成の推進方策 
（４）海外からのチケッティングの改善方策 
（５）スポーツ施設の観光魅力化に向けた改善方策 
（６）スポーツを核としたまちづくりの推進方策 
（７）スポーツ・ツーリズムの推進組織のあり方 
 

スポーツ・ツーリズム推進連絡会議 

スピード感をもった調査検討と実証実験

・海外調査の実施 

中間報告の取りまとめと予算要求・規制

緩和等への対応 

組織の枠組みを超えたスポーツツーリズ

ムに対する気運の醸成 

スポーツ観光の推進に向けて 
 

平成22年5月18日発足 

＜当面＞ 

実 
行 
中 



■推進体制■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ・ツーリズム推進連絡会議とは 

■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  
  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。 

スポーツ・ツーリズム推進連絡会議 

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 
スポーツ団体 
Ｊリーグ・プロ野球 

ＪＯＣ・柔道 等 

観光関係団体 

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 

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
ができる環境の整備。 
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【本会議】 
○全体の目標設定、検討の総合調整 
○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 

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
ポーツの国際化と国際スポー
ツ交流の推進。 

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
て観光客誘致を図るまちづく
りの推進。 

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。 

第１回：５月１８日 

第２回：６月２５日 

第３回：７月２８日  



スポーツ・ツーリズム推進連絡会議のメンバー 

（プロスポーツ) 
平田  稔 （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 
首藤 久雄 （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 
平野 祐司  日本トップリーグ連携機構 事務局長 
（スポーツ統括団体） 
川島 雄二 （財）日本体育協会 事務局次長 
中森 康弘 （財）日本オリンピック委員会 総務企画・国際部長 
河原塚達樹 （財）日本レクリエーション協会 生涯スポーツ推進部長 
三藤 芳生  （財）日本武道館 理事・事務局長 
（スポーツ競技団体） 
加賀山 公 （財）日本サッカー協会 事業部部長 
徳増 浩司 （財）日本ラグビーフットボール協会 ＲＷＣ２０１９準備室事務局長 
森  泰夫 （財）日本陸上競技連盟 事業部部長 
村上  清 （財）全日本柔道連盟 事務局長 
橋本 聖子 （財）日本スケート連盟会長 
丸山 庄司  日本スキー100周年委員会会長（㈶全日本スキー連盟顧問） 
大塚眞一郎 （社）日本トライアスロン連合 専務理事 
川崎東太郎 （社）日本ホッケー協会 情報管理推進部長 
（観光団体）  
丁野  朗 （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 
興津 泰則 （社）日本旅行業協会 国内・訪日旅行業務部長 
島﨑 有平 （社）全国旅行業協会 専務理事  
坂本 眞一  北海道観光振興機構 会長 
河上 一雄 （財）日本修学旅行協会 理事長 
 （観光関係企業） 
越智 良典  近畿日本ツーリスト（株） 専務取締役 
横溝 英明  楽天トラベル（株） 常務執行役員 
利渉 敏江  東日本旅客鉄道（株） 千葉支社事業部地域活性化PT 副課長 

 

（スポーツ関係企業・有識者） 
荒木 重雄 （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 
斎藤 敏一 （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 
高橋 義雄  筑波大学大学院人間総合科学研究科（スポーツ健康システム・    
         マネジメント専攻）准教授 
橋本 治朗 （株）アールビーズ 代表取締役 
林  和男  ぴあ（株）取締役 Co-founder 
原田 宗彦  早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 
藤井 純一 （株）北海道日本ハムファイターズ 代表取締役社長  
藤口 光紀 （財）日本スポーツコミッション 評議員 ※前（株）三菱自動車フットボール 
         クラブ社長 
藤原達治郎 （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 
渡邉 一利 （財）笹川スポーツ財団 常務理事 
（広告代理店） 
渡辺 広之 （株）電通ソーシャル・プランニング局次長 
前田 能成 （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 
（メディア） 
菊池  裕 （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 
吉永  憲  （株）共同通信 情報企画本部次長 
沢登 次彦 （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 
（自治体） 
西坂 啓之  東京都 スポーツ振興局 総務部 総務課長 
（関係省庁） 
溝畑  宏  国土交通省観光庁 長官 
甲斐 正彰   国土交通省観光庁 審議官 
坪田 知広   国土交通省観光庁 スポーツ観光推進室長 
原田 淳志  総務省 地域力創造グループ地域政策課長 
丸山 市郎  外務省 広報文化交流部人物交流室長 
芦立  訓  文部科学省 スポーツ・青少年局競技スポーツ課長 
中内 重則  経済産業省 商務情報政策局サービス産業課企画官 
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スポーツツーリズムとは？ 
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。    

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 

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 

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 

スポーツツーリズムの推進は、日本観光の起爆剤 

スポーツツーリズム推進連絡会議 中間報告の概要 （H22.7.28） 
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Ⅱ議論の整理 

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 

各ワーキングチーム（ＷＴ）による専門的視点からの課題抽出 

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 

「スポーツ立国戦略」とも協調 

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 

若者の旅行回帰 



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 
【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】 

【韓国市場】 

国内に拠点を置く旅
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 

スポーツ自体を 
日本でやる魅力 

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 

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 

■スポーツ観戦 

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 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。 

【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
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。 

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＞  

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 

・国際会議 
・事前合宿 
・調整入国 

・メディア取材 

・競技大会 
・メディア取材 

 
 

・合宿 
・転戦帰国準

備 
・メディア取材 

 

大会開催前 大会期間後 大会期間中 

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
る滞在日数の増加などの

検証 

プロ野球観戦と都市のス
ポー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 

競馬等公営競技を含めた
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 

■ 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
加依頼を行います。 

■ 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

収集を行います。 

【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
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。 

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 

実証実験 
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Ⅲスポーツツーリズム推進基本方針の策定に向けて 



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。    

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 

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 

調査項目３ 国内成功事例調査 

その他検討事項１ 
国外への情報発信手法の検討 

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） 

■ 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 

受け入れ施策（案） 

■ 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 

その他検討事項２ 
施設魅力化に向けた検討 

その他検討事項３ 
人材育成・言語問題に対する 

検討 

その他検討事項４ 
規制緩和策の検討 

その他検討事項５ 
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 
 の結果も踏まえて、具体的な発信 

 手法案の策定を目指す。 

■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 
 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。 

■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 
 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。 

■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 
 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。 

■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、 
 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。 

調査 

その他検討 
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その他の取組み状況 （平成２２年９月末現在） 
 【全般】 
●スポーツ観光ポータルサイト「スポ・ツー・ナビ」による情報発信 
●スポーツ観光相談窓口の設置 
●スポーツ観光マイスター制度の創設 
 

【スポーツ別の連携】 
●スキー 
 関係者を集めてのスキー勉強会を実施 
 スキー伝来100周年委員会とインバウンド拡大策を中心に検討 
●アイスホッケー 
 3月に韓国で開催されたアジアリーグアイスホッケーのプレーオフ準決勝及び決勝の会場で観光案内ブースを設置しての観光プロモーション 
 日本への応援ツアー及び周辺観光等に関する韓国人来場者へのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ調査を実施 
●野球 
 ２／２８の福岡ソフトバンクホークス×釜山ロッテジャイアンツ戦での訪日観光プロモーションの実施 
 オールスター＆日本シリーズでのスポーツ観光ＰＲ活動の実施 
●ラグビー 
 ２０１２福岡ゴールデンオールディーズ世界大会、２０１９ワールドカップにおける外国人及び国内観光客増加に向けた取組みでの連携 
●モータースポーツ 
 Ｆ１日本ＧＰを核としたインバウンド拡大・地域活性化戦略の展開のための鈴鹿Ｆ１協議会（５月に第１回開催）へのオブザーバー参加 
 小林可夢偉選手の前原国土交通大臣への表敬訪問、Ｆ１日本ＧＰ決勝での国土交通大臣プレゼンター 
 ６月のルマン２４における訪日観光プロモーションを実施し、今後はアジアンルマンも視野に入れての連携を予定 
●柔道 
 ９月の世界柔道2010におけるインバウンド拡大を見据えたプロモーションを連携実施。 
 講道館を核とした旅行商品造成の検討 
●バレー＆ビーチバレー 
 女子バレー世界選手権2010において海外からの観戦を促進するためのプロモーションを展開 
 ２０１２年ビーチバレーロンドンオリンピック最終予選大会招致に向けた取組での連携 
●サッカー 
 ２０２２年ワールドカップ招致に向けた取組での連携（５／２４日韓戦での観光ＰＲ含む） 
●フィールドホッケー 
  ２０１２年ロンドンオリンピック男子ホッケー予選大会誘致に向けた観光庁長官推薦状の発出 
●Ｄｏスポーツ 
 サイクリング、トライアスロン、マラソン、ウォーキングといった世代を超えて人気を集める参加型スポーツ大会の積極的な後援・支援 
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今後も幅広い団体・企業・自治体とタイアップし情報を充実。真の「スポーツ観光のポータルサイト」を目指す。 

「スポ・ツー・ナビ」の開設について 

【名称】   「スポ・ツー・ナビ」 
       http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sports.html  
【コンテンツ】 

１．スポーツ観光の意義 
  観光庁としてスポーツ観光に取り組む意義を解説。 
２．長官メッセージ（毎月更新） 
  観光庁長官からの、スポーツ観光にまつわるメッセージを月１回発信。 
  わかりやすい言葉で思いを語る内容とし、スポーツ観光の機運醸成を図る。 
３．スポーツ情報コーナー 
  競技団体・チームのへリンクし、スポーツ日程等の情報を入手を可能にする。 
４．観光庁が後援するスポーツイベント 
  観光振興に資するスポーツイベントを積極的に後援し、情報を発信。 
５．スポ・ツー・ＴＶ 
  YouTubeにてスポーツ観光関連動画（ＰＲ動画や観光庁後援イベント動画）を公開。 
６．観光情報コーナー 
  市民参加型スポーツイベント、スタジアム周辺の観光情報等を発信。 
７．スポーツ・ツーリズム推進連絡会議メンバーＨＰへのリンク（調整中） 
  旅行会社、チケット取扱会社へリンクし、スポーツへの関心を旅行需要に仕向ける仕組みに。 

観光庁サイト上に、スポーツ観光情報発信の専門サイトを開設し、 
スポーツ観光に関する情報を総合的・一元的に発信している。 
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〈スポーツ観光窓口〉 
 

 観光庁スポーツ観光推進室 
  03-5253-8111 
 
 
 
 
 

※「スポーツ観光窓口」は、観光庁スポーツ観光推進ＰＴが提供するワンストップ 
 サービスです。 

情報提供や相談の内容に応じて、 
・先進事例によるアドバイス 
・スポーツ観光振興に資する関連支援メニューの紹介 
 （国土交通省・観光庁ほか、文部科学省、総務省、経産省など） 

・関係団体（スポーツ団体等）や関係府省庁への橋渡し 
などが受けられるほか、状況に応じて適切なフォローを行います。 

情報提供のほか、お気軽にご相談ください！ 

詳しくは観光庁・スポーツ観光ホームページ「スポツーNAVI（仮称）」へ 
 http://www.mlit.go.jp/kankocho/sports/madoguchi.html 

（観光庁トップ→スポツーNAVI→スポーツ観光窓口） 

スポーツを核とした観光振興によるインバウンド拡大、
地域活性化を目指す団体、自治体の皆様・・・ 

こ
ん
な
と
き
は
・
・
・ 

観光庁による 
サポートはないか？ 

スポーツと観光を結
びつけたいが、どう

したものか？ 

他の団体ではどんな      
ことをしているのか？ 

観光庁では、横断的プロジェクト
チームを設置してスポーツ観光振
興に取り組んでいます。情報提
供・ご相談・お問い合わせについ
ては、スポーツ観光推進室メン
バーまでご連絡ください。 

スポーツ観光窓口 
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室長 坪田知広 
27-711 

進藤昭洋 
27-１２０ 

原田吉啓 
27-７０８ 

中村達也 
27-８２１ 

廣本国雄 
27-５１７ 

谷岡弘邦 
27-１１６ 

大野晋 
27-１１５ 



スポーツ観光マイスター制度 
 

設置趣旨 

世界的・全国的に活躍するスポーツ選手（元選手）を「スポーツ観光
マイスター」として任命し、あらゆる機会を利用してスポーツを核と
した国内旅行及び訪日旅行をＰＲしていただくことによりマイスター
の世界的・全国的な知名度を活かした観光魅力を発信し、スポーツ観
光推進の一層の機運醸成を図る。 

現在のマイスター 

寺田陽次郎（ル・マン） 
ル・マン２４現役最多出場記録
を持ち、唯一の外国人理事を務
める。 
モータースポーツの盛んなヨー
ロッパでの抜群の知名度を活か
しての訪日観光ＰＲを期待 

フィリップ＝トルシエ（サッカー） 
元日本代表監督で現在はＦＣ琉球の
総監督。 
サッカーの盛んな地域への知名度を
活かして沖縄を中心とした日本の魅
力ＰＲ及び国際大会誘致を期待。 

小原工（トライアスロン） 
アジア大会５回優勝で、シド
ニーオリンピックにも出場した
実績をもつ。 
米子市観光協会に所属し、Ｄｏ
スポーツの観点からスポーツ観
光を推進している。 

任命方法等 

・候補者については、自薦他薦を問わず幅広に受け付ける。 
・選定委員（外部委員２名＋観光庁長官）により選定し、観光庁長官
による任命とし、長官自ら任命状を交付する。 
・名誉職とし、活動に係る謝金等は支払わない。 

今後の予定者 

朝日健太郎（ビーチバレー） 
男子バレー日本代表として活躍
し、ビーチバレーでは北京オリ
ンピックに出場、日本ビーチバ
レー男子史上初の勝利を挙げる。 
日本の貴重な観光資源である
ビーチを守る活動も推進中。 

浦田聖子（ビーチバレー） 
ビーチバレーでワールドツ
アー入賞、アジア大会に出場
など日本女子のトップ選手と
して活躍。 
日本の貴重な観光資源である
ビーチを守る活動も推進中。 

篠宮龍三（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ） 
フリーダイビングの国内唯一のプロ選手
として国際大会で活躍。アジア記録（世
界4位）である115mの記録を持つ。 
沖縄でのスクール活動や海洋保護等を訴
えるプロジェクト活動も推進している。 

塚原光男（体操競技） 
オリンピック３大会で５個の
金メダルを獲得。跳馬で「ツ
カハラ跳び」、鉄棒では「月
面宙返り」を開発。 
世界的な知名度を活かしての
訪日観光ＰＲを期待。 

荻原健司（スキー） 
元スキー競技者。元経産大臣政務官。 
ノルディック競技の中心選手として活
躍し、1992年・1994年の冬季オリ
ンピック2大会連続で金メダルを受賞。
現役時代の活躍から、「キング・オ
ブ・スキー」の異名を取る。 

ジョン＝カーワン（ラグビー）、イビチャ＝オシム（サッカー）、ドラガン＝ストイコビッチ（サッカー） 
廣道純（障害者陸上） など -16- 

小林可夢偉（Ｆ１） 
現役Ｆ１ドライバー。 
９歳でカートを始め、全日本カート
チャンピオン、ＧＰ２アジアシリーズ
チャンピオンを経て、2009年Ｆ１デ
ビュー。今年はザウバーのドライバー
としてフル参戦。非力なマシンながら
印象的な走りを展開中。 



世界柔道選手権2010東京大会における連携 

到着出口ロビーでの 
       横断幕、ポスター等の掲示 

成田空港でのPR 

大会の認知、観客増に向けて出発前、日本到着時、滞在中と段階ごとの告知で協力。 

会場周辺ホテルでのPR 

日本到着時 

到着出口ロビー内モニターでの  
          大会告知ＶＴＲの放映 

観光案内所での世界柔道告知 
        チラシ設置及び大会案内 

公の場でのPR 

出発前 滞在中 

訪日を検討する外国人に対し、観光庁長官や 
日本政府公式の観光HPにおいて、世界柔道の 
大会情報を発信し、訪日及び大会来場のきっかけ 
に繋げる。 

日中韓観光大臣会合において 
  観光庁長官が各国大臣・メディアに 
    直接PR 

日本政府観光局（JNTO）HP上で 
  世界柔道関連記事・動画の掲載 
   大会公式HPとのリンク 

日本に到着して真っ先に目にする成田空港での 
告知により、訪日外国人観光客への効果的なPR 
と共に帰国した日本人に対しても大会への認知度 
を高める。 

会場に近い周辺ホテルでの告知で、大会機運の 
醸成と直接的な集客効果を図る。 

客室内への世界柔道告知チラシの 
  設置 

ホテルコンシェルジェでの 
  世界柔道告知チラシ設置 
   及び大会案内 

-17- 



世界柔道選手権2010東京大会における連携 

スポーツツーリズム推進のため、大会を通して各種調査・検証を実施。 

【検証内容】 

■ スポーツ観戦目的旅行者の観光ニーズの把握 

■ 海外からの観戦者目線での国内スポーツ施設、受け入れの評価 

■ 観戦者の観光情報提供による観光行動の確認 

■ 競技者目線での受け入れ体制、スポーツ大会開催の課題整理 

■ 競技者の観光行動誘発の実証 

■ 多言語対応の観光案内の実証 

 
＜実施方法＞  
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・競技会場等） 
 ・日本文化体験ツアー等の企画実施 

・国際会議 
・事前合宿 
・調整入国 
・メディア取材 

・競技大会 
・メディア取材 

 
 

・合宿 
・転戦帰国準備 
・メディア取材 

 

大会開催前 大会期間後 大会期間中 

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 

調査・検証で得られたデータは、今後の競技発展・大会運営に活用できるよう競技団体等に報告。 
-18- 



正式名称 ： ２０１０ＦＩＡ Ｆ１ 世界選手権シリーズ 第16戦 日本グランプリレース 
開催日程 ： ２０１０年１０月８日（金）～１０日（日） 
開 催 地 ： 鈴鹿サーキット国際レーシングコース（三重県鈴鹿市） 
主   催 ： 株式会社モビリティランド 鈴鹿サーキット 

大会概要 
○ Ｆ１世界選手権はモータースポーツの最高峰であり、世界１８ヶ国で１９戦（2010年）が開催され、世界180ヶ国以上、年間のべ約６億人がテレビ観戦

する世界最大級のスポーツイベント。 
○ 我が国においても、「日本グランプリ」が１９８７年以降毎年開催され、例年のべ約３０万人が来場。 
○ グランプリ期間中は世界各国から約５００人のメディアが訪れ、日本の情報を発信している。 
○ ２００６年のグランプリ開催に伴う経済効果は約３００億円との試算。 

全世界が日本に注目する機会であるとともに、国内外から多くの人的交流を促進。 
スポーツ観光の趣旨に大いに合致するものであることから、観光庁も全面的に協力。 

今年度より、地元の自治体・関係企業等により構成される 
「鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会」に観光庁がオブザーバー参加し、

Ｆ１を核とする地域と連携したインバウンド戦略を展開。 

１０月１０日（日）に開催される決勝レース後の表彰式において、国土交通大臣が初めてプレゼンターと
して登壇し、優勝レーサーにトロフィーを授与。併せて、観光の魅力を内外にアピール！ 

国土交通大臣プレゼンター出席 

【過去の日本グランプリプレゼンターの例】   三重県知事、フジテレビ社長、鈴鹿市長、日本自動車連盟会長 等 
 ２００９年の表彰式の様子 

Ｆ１日本グランプリ２０１０における連携 
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権威付けによる応援 
○ 国土交通省及び観光庁の後援名義の付与 
○ 国土交通大臣の大会特別名誉顧問への就任 
○ 観光庁長官の大会名誉顧問への就任 
○ 事前リリース及び大会公式プログラムへの国土交通大臣・観光庁長官メッセージ 



韓国観光公社（ＫＴＯ）との連携 

Ｆ１日本グランプリ２０１０における連携 
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在日の海外メディアや旅行会社に、スポーツ観戦と地域観光の体験実証実験
を行い、商品化の可能性や各国での旅行コンテンツとしての魅力度を調査。 

海外旅行会社、メディアに向けたツアーファムトリップ 

【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」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う。 

■ ファムトリップを実施 
Ｆ１＋三重県 

Ｆ１観戦と、三重県観光とセットにした旅行
商品による滞在日数の増加などの検証 

■ 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
参加依頼を行う。 

■ 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、記事化の情報収集を行う。 

６月１４日、観光庁とＫＴ
Ｏは、連続で開催される
日本ＧＰと韓国ＧＰにお
いて、互いの成功に向
けての大会関連情報・
資料等の共有、Ｆ１を活
用した両国間の観光交
流増進のために積極的
に協力することで合意。 

連携の第一弾として、ＫＴＯ主催の韓国ＧＰ会場及び周辺
観光施設のメディアツアー・ファムトリップを実施。 

実証実験でのメニュー案 



モビリティランドによるＦ１のＰＲ 

中部国際空港での受入環境改善 

大会の認知、観客増に向けて出発前、日本到着時、滞在中と段階ごとの取組を実施。 

次年度への展開 

日本到着時 

入国審査場の「日本人」及び「外国
人」のレーン標記を直感的に分かりや
すい形での改善を検討。 
 

Ｆ１関係者のファストレーンの設置に
ついて検討。 

公の場でのPR 

出発前 滞在中 

訪日を検討する外国人に対し、観光庁長官や 
日本政府公式の観光HPにおいてＦ１の大会情報を 
発信し、訪日及び大会来場のきっかけに繋げる。 

日中韓観光大臣会合（８月） 
  ＡＰＥＣ観光大臣会合（９月） 
 観光庁長官が各国大臣・メディアに直接PR 

日本政府観光局（JNTO）HP上で 
  Ｆ１関連記事のＵＰ（英語・中国語） 
  チケット販売ページ等とのリンク 

Ｆ１時の日本の玄関となる中部国際空港において 
大会関係者や記者、ラグジュアリー層向けに 
次年度以降再び日本ＧＰに来たくなるような 
おもてなしの一環として、受入環境の改善を検討。 

公式プログラムでの周辺観光案内 
 
 小林可夢偉選手＆ 
 観光庁長官による 
 周辺グルメマップ及び 
 次年度への誘客ＰＲ 
 の記事を予定。 

三重県観光と組み合わせた、 
 メディアツアー＆ファムトリップを実施 
 
 →海外メディアでの記事にて、 
   Ｆ１日本ＧＰと周辺観光を 
   組み合わせて楽しめることを発信。 
 →次年度以降のＦ１＋観光の 
   スポーツ観光商品造成に繋げる。 

Ｆ１日本グランプリ２０１０における連携 

６月のル・マン２４の 
 会場において、 
 スポーツ観光マイスター 
 寺田陽次郎氏に 
 よる、ヨーロッパ向け 
 訪日観光ＰＲに併せて、 
 Ｆ１をＰＲ！！ 

Ｆ１関係者及びラグジュアリー層に 
日本ＧＰがより好印象を持って 
もらうために･･･ 

２００９年の公式プログラム 

次年度以降にＦ１と周辺観光を組み合わせた 
「スポーツ観光」としての訪日外客拡大を目的に、 
スポーツ観光ＰＲを実施。 
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○ ４月８日 観光庁長官・溝畑宏との初対談 
 
 
 
 
 
 
 
○ ８月４日 前原国土交通大臣表敬訪問 
 
 
 
 
 
 
○ ９月２９日 スポーツ観光マイスター任命式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 休暇改革 国民会議メンバーへの参画（予定） 

小林可夢偉選手と連携した取組 

Ｆ１日本グランプリ２０１０における連携 

世界的にも国内的にも発信力の高い 
小林可夢偉選と国土交通省・観光庁との 
連携による話題作りにより、 
メディアの注目を集め、 
Ｆ１日本ＧＰをＰＲ！！ 
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2010女子バレー世界選手権との共同PR 

◎第七回上海世界旅游資源博覧会（WTF）5月27日～5月29日  
  ・テレビモニターでの世界バレー映像の放映 
  ・世界バレーチラシの配布 
◎上海万博 JAPAN FESTIVAL ７月１５日～７月２１日  
  ・テレビモニターでの世界バレー映像の放映 
  ・世界バレーチラシの配布 
◎上海万博長官記者会見時や長官中国記者取材時でのバレーボール 
  世界選手権への言及や旅行会社の紹介等。 

中国 

2010年10月から日本国内各地において開催される女子バレー世界選手権の機会を活用しインバウンドを促進
するべく大会主催者と連携して共同PRを実施。 
開催地各地の観光地と共に世界バレーの開催をPRできる映像素材を作成いただき各種ＰＲイベント等で放映。 

◎KOTOFA ６月３日～６月６日  
  ・テレビモニターでの世界バレー映像の放映 
  ・世界バレーチラシの配布 
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韓国 

アジア各国向け 

◎日中韓観光大臣会合 ８月２１日～８月２３日 
  ・長官自ら各国へＰＲ 
◎APEC観光大臣会合 ９月２２日～９月２３日 
  ・各国の随行員控室にて世界バレー映像の放映 
  ・長官自ら各国へＰＲ 



次年度以降の継続・効果検証・提案内容に忠実な実施等を
条件とし、試行的に実施する優良提案について、観光庁とし
て共催支援（各種優良事例について観光庁HP上の公開に

よるPRを実施） 

Ｈ２３概算要求 【スポーツ観光支援事業】 

地域提案型スポツーコンペ 

スポーツ観光の企画提案 
【自治体・民間・協議会等】 

●インバウンド部門 
●国内観光振興部門 

●スポーツ観光商品部門 

観光庁及び有識者によ
るコンサルティング 

外部有識者を含む検討会における意
見等を踏まえて、優良提案を選定。 

  優良提案の試行的事業実施 
  による成功事例の形成！ 

 
  全国的なスポーツ観光の 

  機運醸成！ 
 

  成功事例及び優良企画の 
  発信による、各地の取組 

  への例示支援！ 

H23要求額：30,000千
円（皆増） 

新規 



 
 
 

 ご清聴ありがとうございました！！ 
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