
平成２２年度都道府県等観光主管課長会議 説明要点

（ ）文部科学省 スポーツ・青少年局競技スポーツ課国際スポーツ室

１．スポーツキャンプとスポーツ立国戦略について

１）スポーツ立国戦略の概要

人々がスポーツの楽しさや感動を分かち合う「新たなスポーツ文化」を確立す

ることを目指し、「人（する人、観る人、支える（育てる）人の重視」、「連携・協働

の推進」の２つの基本的な考え方をもとに、「ライフステージに応じたスポーツ機

会の創造」、「世界で競い合うトップアスリートの育成・強化」、「スポーツ界の連

携・協働による「好循環」の創出」、「スポーツ界における透明性や公平・公正性

の向上」、「社会全体でスポーツを支える基盤の整備」の５つの重点戦略を示

し、今後概ね10年間で実施する。

２）国際スポーツキャンプの招致・開催支援の趣旨

アジア地域においては、世界陸上競技選手権大会（2011年韓国）等の大規模

な国際競技大会が予定されている。このため、海外チームが国内キャンプ地を

選定しやすいよう、情報の収集・分析を行い、国内キャンプ地の評価付きガイド

を作成する。また、今後アジア地域で増大する国際競技大会に合わせて、国内

キャンプ地において、海外チームのスポーツキャンプを誘致促進し、我が国の

国際競技力の向上につなげる。

３）国際スポーツキャンプの招致・開催支援事業内容

観光庁等と連携し、海外チームが国内キャンプ地を選定するための国内キャ

ンプ地の評価付きガイドを作成するとともに、今後、アジア地域で増大する国際

競技大会に合わせて、海外チームのスポーツキャンプを誘致促進する。

また、平成23年度スポーツ振興くじ助成において、キャンプ誘致に伴うトイレ

等諸室の整備や国外におけるＰＲブースの設置など、海外への情報発信に対

する支援を新設する。

４）今後開催予定の国際競技大会等

平成23年度は、国外では第13回ＩＡＡＦ世界陸上競技選手権大会、2011年世

界水泳選手権、ＩＲＢラグビーワールドカップ2011等が開催される。第123次国際

オリンピック委員会（ＩＯＣ）総会が7月に開催され、2018年第23回オリンピック冬

季競技大会開催地が決定する。

日本国内では、2011年世界フィギュアスケート選手権大会、2011年世界体操

競技選手権大会、第30回アジア・オリンピック評議会(ＯＣＡ)総会等が開催され

る。
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致に伴うトイレ等諸室の整備や国外におけるＰＲブース
の設置など 海外への情報発信に対する支援を新設

＜アジア地域で開催予定の国際競技大会＞ 
世界陸上競技選手権大会（2011年韓国）         世界フィギュアスケート選手権大会（2011年日本） 
ユニバ シア ド競技大会（2011年中国 2015年韓国）世界体操競技選手権大会（2011年日本）

の設置など、海外への情報発信に対する支援を新設

＜参考＞スポーツ立国戦略 
（４）その他の国際競技力向上策  

ユニバーシアード競技大会（2011年中国、2015年韓国）世界体操競技選手権大会（2011年日本）
ユースオリンピック競技大会（2014年中国）      アジア陸上競技選手権大会（2011年日本） 

 １）国際競技大会の招致・開催支援、スポーツ・ツーリズムの促進 
     関係省庁、地方公共団体、ＪＯＣ、ＮＦ等と連携し、国際競技大会の招致・開催や各国の代表選手等の 
      合宿の誘致への支援を積極的に行い、競技力向上を含めたスポーツ振興や地域の活性化等を図る。 



大 会 名 大 会 名

平成23年 第25回ユニバーシアード冬季競技大会 エルズルム（トルコ） 1/27～2/6 2011年世界フィギュアスケート選手権大会 東京都 3/21～3/27

(2011年) 第７回アジア冬季競技大会
アルマティ
（カザフスタン）

1/30～2/6 第5回世界なぎなた選手権大会 兵庫 7/3

第123次IOC総会 南アフリカ(ダーバン) 7/6～7/9 第19回アジア陸上競技選手権大会 兵庫 7/7～7/10

※2018年第23回オリンピック冬季競技大
会開催地決定

第30回ＯＣＡ総会 東京都 7/14

2011年世界水泳選手権 上海（中国） 7/16～7/31 2011年世界体操競技選手権大会 東京都 10/8～16

第26回ユニバーシアード競技大会 深セン（中国） 8/12～8/22 FIFAクラブワールドカップジャパン2011 東京都外 12月

第13回IAAF世界陸上競技選手権大会 大邱（韓国） 8/27～9/4

IRBラグビーワールドカップ2011 ニュージーランド 9/9～10/23

平成24年 第１回ユースオリンピック冬季競技大会 インスブルック（オーストリア） アジア選手権大会（フェンシング） 和歌山県 4月

(2012年) 第30回オリンピック競技大会 ロンドン（英国） 7/27～8/12 FINA競泳ワールドカップ東京2012 東京都 10月

第３回アジアビーチ競技大会 海陽（中国） FIFAクラブワールドカップジャパン2012 東京都外 12月

第8回アジア男子ソフトボール選手権大会 岡山県 未定

平成25年 第６回東アジア競技大会 天津（中国） 10/6～15 2013年少林寺拳法世界大会 in JAPAN 未定 未定

(2013年) 第26回ユニバーシアード冬季競技大会 マリボル（スロベニア）

第27回ユニバーシアード競技大会 カザン（ロシア）

2013年世界水泳選手権 バルセロナ（スペイン）

第14回IAAF世界陸上競技選手権大会 モスクワ（ロシア） 8/10～8/18

平成26年 第22回オリンピック冬季競技大会 ソチ（ロシア） 2/7～2/23 世界アマチュアゴルフ選手権 軽井沢 9月

(2014年) FIFAワールドカップ2014 ブラジル

第２回ユースオリンピック競技大会 南京（中国）

第４回アジアビーチ競技大会 プーケット（タイ）

第17回アジア競技大会 仁川（韓国） 9/18～10/4

平成27年 IRBラグビーワールドカップ2015 イングランド

(2015年) 第27回ユニバーシアード冬季競技大会 グラナダ（スペイン）

第28回ユニバーシアード競技大会 クワンジュ（韓国）

第15回IAAF世界陸上競技選手権大会 北京（中国）

平成28年 第31回オリンピック競技大会
リオデジャネイロ
（ブラジル）

8/5～8/21

(2016年)

文部科学省調べ

平 成 23 年 度 以 降 に 開 催 さ れ る 主 な 国 際 競 技 大 会 等

開催年
開催予定地・期間 開催予定地・期間

日 本 で 開 催 予 定 の 世 界 選 手 権 大 会 等国 外 で 開 催 さ れ る 主 な 国 際 競 技 大 会 等

平成２３年１月現在



開催年 大 会 名

平成23年 UCIトラック・ワールドカップ・クラシクス（自転車） 中国（北京） 1/21～1/23

(2011年) 世界ジュニアフィギュアスケート選手権大会 韓国（江陵） 2/28～3/6

香港セブンズ（ラグビー・7人制/女子） 香港 3/25～3/27

ISSFワールドカップ（ライフル射撃） 韓国（昌原） 4/11～4/19

ISSFワールドカップ（クレー射撃） 中国（北京） 4/19～4/28

女子フルーレワールドカップ（フェンシング） 中国（上海） 5/6～5/8

男子フルーレワールドカップ（フェンシング） 韓国（ソウル） 5/20～5/22

女子フルーレワールドカップ（フェンシング） 韓国（ソウル） 5/21～5/22

女子サーブルワールドカップ（フェンシング） 中国（天津） 5/21～5/22

第12回世界国別対抗バドミントン選手権大会 中国（青島） 5/22～5/29

女子エペワールドカップ（フェンシング） 中国（南京） 6/11～6/12

アジアフェンシング選手権大会 韓国（ソウル） 7/7～7/13

2011年世界水泳選手権 中国（上海） 7/16～7/31

第26回ユニバーシアード競技大会 （2011/深圳） 中国（深圳） 8/12～8/23

第13回IAAF世界陸上競技選手権大会 韓国（大邱） 8/27～9/4

2011年第4回ワールドカップ（アーチェリー） 中国（上海） 9/5～9/10

2011 ITUトライアスロン世界選手権グランドファイナル 中国（北京） 9/10～9/11

2011年世界ジュニアバドミントン選手権大会 台湾（台北） 10/28～11/6

第10回アジア女子ソフトボール選手権大会 台湾（南投） 未定

○平成23年度にアジア地域で開催予定の世界選手権大会等

開催予定地・期間

(2011年1月現在　文部科学省が把握しているもの）


