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スポーツ観光とは 

旅行 

ツーリズム 
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我が国の豊富なスポーツ資源 

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 

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 

観光 
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◎英国(The British Tourist Authority) 

・旅行目的のうち２０％がスポーツ参加目的 

・休日の過ごし方の５０％がスポーツ参加・観戦目的 

◎カナダ(the 1998 Canadian Travel Survey) 

・国内旅行のうち３７％がスポーツ参加・観戦目的 

◎米国(the Travel Industry Association of America) 

・５０マイル(約８０ｋｍ)以上離れた旅行をする場合、  

    ３８％がスポーツ参加・観戦目的        
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オーストラリア 258 2.7 3.9 0.8 14.7 8.5 3.9 0.8

韓国 381 2.4 3.9 1.0 12.9 8.4 1.8 0.0

台湾 395 6.6 4.1 3.8 24.1 12.9 10.6 0.3

中国 364 6.6 15.9 17.3 31.9 23.1 19.8 0.5

今後の再訪日旅行
でしたいこと 

＇ターゲット国調査（ 

スポーツを目的とした観光の可能性 
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韓国・台湾・タイ・香港でスキーなどウィンタースポーツの人気が高い。中国でも今後 

高まる見通し。豪州では夏のアウトドアスポーツも人気。トレッキング、ダイビング、 

ゴルフの可能性も大。観る系では武道。 % 



訪日外国人旅行者数の推移 

注) 2011年1月～7月の値は暫定値、8月～9月の値は推計値、％は対前年同月比 

１月 71.4万人 

２月 67.9万人 

３月 35.3万人 
50.3%減 

万人 

1～10月計 

509.5万人 

前年比 

30.5％減 

ビジット・ジャパン・ 
キャンペーン開始 

４月 29.6万人 
62.5%減 

９月  53.9万人 
24.9％減 

 10月           
61.6万人 
15.3％減 

８月   54.7万人 
31.9％減 

 ７月 56.１万人 
36.1％減 

 ６月 43.3万人 
36.1％減 

 ５月 35.8万人 
50.4%減 
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訪日外国人旅行者数の月別動向（総計・年計ベース） 
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2011年10月の訪日外客数（推計値） 
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

 入国者数＇2010年（  出国者数＇2009年（ 

＇独（国際観光振興機構＇JNTO（資料による 

外国人旅行者受入数の国際比較 
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総計 
861万人 
【+26.8%】 

黒枠 対象市場(2003年度～) 
青枠 対象市場(2004年度～) 
赤枠 対象市場(2005年度～) 
緑枠 対象市場(2010年度～) 
 

＇2010年推計値 出典：JNTO（ 

韓国 
244万人 
＇28.3%（ 
【+53.8%】 

中国 
141万人 
＇16.4%（ 
【+40.5%】 

台湾 
127万人 
＇14.7%（ 
【+23.8%】 

米国 
73万人 
＇8.4%（ 
【+3.9%】 

香港 
51万人 
＇5.9%（ 
【+13.1%】 

タイ 
21万人 
＇2.5%（ 
【+21.0%】 

シンガポール 
18万人 
＇2.1%（ 
【+24.6%】 

カナダ 
15万人 
＇1.8%（ 
【+0.4%】 

イギリス 
18万人 
＇2.1%（ 
【+1.4%】 

フランス 
15万人 
＇1.8%（ 
【+6.9%】 

ドイツ 
12万人 
＇1.4%（ 
【+12.4%】 

オーストラリア 
23万人 
＇2.6%（ 
【+6.7%】 その他 

79万人 
＇9.1%（ 

マレーシア 
11万人 
＇1.3%（ 
【+27.9%】 

インド 
7万人 
＇0.8%（ 
【+13.5%】 

ロシア 
5万人 
＇0.6%（ 
【+9.7%】 

アジア 

621万人 

＇72.1%（ 

北米 

88万人 

＇10.2%（ 

欧州 

51万人 

＇5.9%（ 

※ ＇（内は、訪日旅行者全体に対するシェア、【】内は、前年と比較した増減。 

※ その他には、アジア、欧州等各地域の国であっても記載のない国･地域が含まれる。 

国・地域別訪日外国人旅行者の割合 
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 観光立国の実現は、今後の我が国の成長戦略の柱として位置づけられるべき最重要課題であり、政府としての取組を一体的・総合
的に推し進めるため、国土交通省に観光立国推進本部を設け、観光立国の実現に向けた推進体制の強化を図る。 

趣旨 

 
 

 
検討内容 
 中国訪日観光査証の問題を含む外客誘
致に係る課題の解決に向けた関係省庁間
の調整を行う。 
 
 

【座長】 国土交通副大臣 
【事務局長】 国土交通大臣政務官 
【メンバー】 内閣官房副長官 
 総務大臣政務官 
 法務副大臣 
 外務副大臣 
 財務大臣政務官 
 厚生労働副大臣 
 警察庁次長 

 
 

 
検討内容 
 エコツーリズム、グリーン・ツーリズム、文化
観光、産業観光、医療観光、スポーツ観光等
の多様な観光メニューについて、関係省庁の
連携による総合的な振興策の検討を行う。 

【座長】 国土交通副大臣 
【事務局長】 国土交通大臣政務官 
【メンバー】 内閣官房副長官 
 内閣府政務官 
 総務副大臣 
 外務副大臣 
 文部科学副大臣 
 厚生労働大臣政務官 
 農林水産大臣政務官 
 経済産業副大臣 
 環境副大臣 

 
 

 
検討内容 
 需要の平準化を通じた旅行コストの低減
や観光産業の生産性の向上・雇用の安定
化等様々な効果をもたらす休暇の分散化に
ついて、関係省庁間で検討・調整を行う。 
 

【座長】 国土交通副大臣 
【事務局長】 国土交通大臣政務官 
【メンバー】 内閣官房副長官 
 内閣府政務官 
 総務大臣政務官 
 文部科学大臣政務官 
 厚生労働副大臣 
 経済産業大臣政務官 

【本部長】 国土交通大臣   【副本部長】  内閣官房副長官及び全府省副大臣、その他本部長が指名する者＇警察庁（ 
【事務局長】 国土交通副大臣 【事務局次長】 国土交通大臣政務官 

構成員 

概要 

本部の下に３つのワーキングチームを設け、関係省庁間の具体的な調整・連携を図る。 

外客誘致ワーキングチーム 観光連携コンソーシアム 休暇分散化ワーキングチーム 

観光立国推進本部（平成２１年１２月～） 
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新たな観光資源 

計画期間 

エコツーリズム 

グリーン・ 
ツーリズム 

文化観光 

産業観光 

ヘルスツーリズム 

その他 

自然環境や歴史文化を対象とし、それらを損なう
ことなく、それらを体験し、学ぶもの＇ホェール
ウォッチングや植林ボランティアツアーなど（ 

農山漁村地域において自然、文化、人々との交
流を楽しむ滞在型の余暇活動＇農作業体験、農
林漁家民泊、食育など（。 

日本の歴史、伝統といった文化的な要素に対す
る知的欲求を満たすことを目的とするもの 

歴史的・文化的価値のある工場等やその遺構、
機械器具、最先端の技術を備えた工場等を対象
とした観光で、学びや体験を伴うもの 

自然豊かな地域を訪れ、そこにある自然、温泉
や身体に優しい料理を味わい、心身ともに癒さ
れ、健康を回復・増進・保持するもの 

フラワーツーリズム 

長期滞在型観光 等 

スポーツ観光 

医療観光 

 ファッション・食・ 
映画・アニメ等 

×観光 

プロスポーツ観戦やマラソン、ウォーキング
等のスポーツイベント等への参加者による周
辺地観光 

日本のファッション・食を目的とした訪
日旅行、ヒット映画のロケ地訪問、アニ
メ関連スポット訪問等 

観光立国推進基本計画（平成19年6月 閣議決定）に 
位置付けられたニューツーリズム 

新しいニューツーリズム 
※観光連携コンソーシアム（平成２２年１月）で提言 

各府省連携による総合的な振興方策を検討 

＜定義＞ ＜例＞ 

外国人が日本の医療機関等で治療、健診
等を受ける目的で訪日旅行し、併せて国
内観光を行う 
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【メンバー】 
観光庁、総務省、外務省、文部科学省、厚生労働省、自治体、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、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の創設・運営 

分野・組織を超えて官民一体でスポーツ

ツーリズムに取り組む気運の醸成 

平成22年5月18日～平成23年6月14日 

課題抽出と実証実験・海外調査（中韓豪

台の観光ニーズ、韓の推進組織） 

自治体や事業者の参考と成る「スポーツ

ツーリズム推進基本方針」の策定 

ミッション 

各府省とのスポーツツーリズム推進の検討 

スポーツ・ツーリズム推進連絡会議 

関係行政機関 

観光庁 総務省 
外務省 文部科学省 
厚生労働省 経済産業省 

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 

【開催日】 

第１回：５月１８日 

第２回：６月２５日 

第３回：７月２８日 

第４回：１１月１日 

第５回：６月１４日  
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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 

＜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 
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＜平成２２年８月２６日：文部科学省「スポーツ立国戦略」＞ Ⅲ．５つの重点戦略の目標と主な施策より抜粋 
 

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の振興や地域の活性化等を図る。 

また、訪日外国人による稽古見学・武道体験等の機会を設けるなど、観光庁等と連携しつつ、スポーツ・ツーリズムを促進する。 



世界柔道選手権2010 

国際スポーツ大会における、選手も含めた大会関
係者と、観戦者の観光消費の実情を探り大会開
催の効果を確認する。 

観戦者 

８２％が都内で買物に出かけた 

８０．２％が東京のみの滞在予定 

【調査サンプル、手法】 
■観戦者４５９人にアンケートを実施 

■大会関係者１８９人にアンケートを実施 

大会関係者 

全体の７２％が観戦目的の来日 

国内旅行実施比率は５６．１％ 

スポーツツーリズム実証実験（観るスポーツ）の例 

大会観戦を目的に多くの来日客があるが、
広域の移動は少ない 

関係者の多くが、国内旅行や買物など、旅
行消費を行っている 

■２０１０年９月６日＇月（～１４日＇火（ 
■国立代々木競技場第一体育館、他 

プロ野球観戦＋日帰り観光 
■２０１０年９月２５日＇日（ 
■北海道札幌＇札幌ドーム、大倉山、スポーツ店、他（ 

多くのスポーツ観光資源のある札幌で、日本ハム
ファイターズの試合観戦とスポーツ観光施設を巡
る日帰りツアーを催行し検証。 

ツアー内容 

もっと体験できるスポーツがあれば良い＇オーストラリア/男性（ 

７３％が案内などの言語対応を問題視 

【調査サンプル、手法】 
■外国人ツアー参加者＇中国／台湾／韓国／ 

                オーストラリア／ロシア（ 

参加者意見 

札幌ドームの満足度は８０％ 

プロ野球のライブ感に感動＇ロシア/男性（ 

ツアーコンテンツは好評だが、言語などイン
フラの問題が指摘された 

スポーツがテーマのアクティブな 

観光資源への期待が大きい 

Ｆ１観戦に近郊の観光資源を付加する事での海外
への魅力訴求と、商品化の可能性をファムトリップ
の中で検証。 

旅行会社意見 

京都などの商品があると良い＇ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ/男性（ 

富裕層に向けた商品展開が可能＇中国（ 

【調査サンプル、手法】 
■在京旅行会社＇中国、韓国、台湾（ 

■Ｆ１記者＇チェコ、フィンランド、中国（ 

Ｆ１記者意見 

課題となるのは、券購入と言語＇韓国（ 

伊勢神宮や海女小屋は魅力的＇チェコ/男性（ 

チケットや言語の問題はあるが、 

商品化の可能性は検討できる。 

Ｆ１に加えて近隣観光の取材は成果ありと
いう回筓 

Ｆ１観戦＋三重宿泊観光 
■２０１０年１０月１０日＇日（～１１日＇祝（ 
■鈴鹿サーキット、伊勢神宮、相差＇海女小屋（、など 
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アート鑑賞＆スポーツ観戦 佒感！佒験！モニターツアー 
２０１１年２月１１日（金・祝） 目的地：香川県  岡山県岡山市発着の日帰りツアー 

スポーツツーリズム実証実験（観るスポーツ）の例 

香川県立東山魁夷せとうち美術館 
県職員によるガイド 

丸亀猪熊弦一郎 
現代美術館 

バスケットボールｂｊリーグ 
高松ファイブアローズの 
試合観戦 

３１名（うち女性24名）参加 

香川県出身ＮＹ在住のアーティス
ト、坂口ヒロト氏による高松ファイブ
アローズ選手のイラストが描かれて
いる丸亀商店街のまち歩き 

食・文化などの地域資源＋スポーツ＋人材＝スポーツ観光まちづくり 

さぬきうどん 
手打ち佒験 

まち歩きや美術館のガイド、プロスポーツ選手によるルール解説など“おもてなし”による魅力化 

ターゲットの相互乗り入れにより地域での滞在時間増と観戦者増による地域活性化 
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地元食材を 
使用した食事 



山好き女子にもおすすめ！ 

椿まつり & 三原山トレッキング佒験  モニターツアー  
～女子会 in 伊豆大島～ 

平成２３年２月2６日（土）～27日（日）  

スポーツツーリズム実証実験（するスポーツ）の例 

ジオパークのレクチャー 

スポーツツーリズム × 地域の魅力 × エンタテイメント（笑い） 
＝ 地域の活性化 

吉本芸人同行！！ 

専門家同行で火山学習 

太鼓でエクササイズ 

トレッキングに出発 

椿油しぼり体験 よしもと全国住みます芸人 

女性限定！！ １６名参加 
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スポーツツーリズム実証実験（冬期スポーツ）の例 

１．ジャンプ観戦とスノースポーツ観光調査 

【目的】 大会観戦や、有名選手との交流等、スノーリゾートでの楽しみ方を提案し、スノースポーツへの興味喚起。 

選手との交流などのファンサービスによる新たなファンの獲得。 

今後同様のツアーへの参加意向、札幌への再訪意向が高い。 

冬期競技と組み合わせ可能な観光要素の検討の必要。 

【ターゲット】 スノースポーツ・観光の市場として期待の大きいファミリー・若年・女性の新規層 

＋スノーアスリートによる解説 ＋札幌ドームフィールドツアー 

プロ野球観戦（札幌ドーム）＋ジャンプ競技観戦（大倉山ジャンプ競技場） 

２．女性専用スノーリゾート商品調査 

【目的】 女性のスノーリゾート離れの抑止と、リピート回数の増加。“女子会”と、スノーリゾートとの親和性が高い“バス旅”を融合。 
【ターゲット】  社会人を中心とする女性 

＋女性専用バス 金曜夜出発＋手ぶらでスキー 

手ぶらでのスキー＋女性専用バスツアー 

３．スノーアクティビティ佒験調査 

【目的】 トップアスリートを身近に感じながらクロスカントリースキーを楽しむという＋αの楽しみ方を提案。 
【ターゲット】 首都圏のファミリー層 

草津温泉＋ノルディックスキー＆ウォーク佒験 

平成２３年３月５日～６日（１泊２日） 

観光客・ビジネス客の多い 
地域で豊富なスポーツ 
コンテンツを活用 

白馬：平成２３年２月１８日～２０日（２泊３日） 志賀高原：平成２３年３月４日～６日（２泊３日） 

事前期待値よりも事後満足度が大。同様のツアーへの参加意向も高
い。 
金曜夜出発による時間の有効利用やレンタルサービスも高評価。 

質と価格に厳しい評価をふまえて価格とサービスのバランスが重要。 

各種レンタル付き、更に 
車内の快適性を追求した 

女性専用プラン 
 

平成２３年２月１９日～２０日（１泊２日） 

経験豊富な 
トップアスリートとの交流 
スポーツ人材の活用 

昨年の同ツアー参加者のリピーターが見られた。アスリートの魅力。 

スポーツ観光マイスターのツアー参加によりスノーリゾートの魅力増。 

ツアー参加者のうち、スキー愛好家の割合大。 

 ＋スポーツ観光マイスター 

 荻原健司さん、次晴さん  

       の参加 

４．家族でのスノーリゾート佒験調査 

【目的】 子どもにも同伴の大人にも楽しんでもらえるツアーを提供し、新たなファミリーの旅行先としてのスノーリゾートにおける各種コンテンツの可能性を検証 
【ターゲット】 ファミリーの特にスノースポーツの新規層 

＋子ども（６～９歳）             
向けスキーレッスン                               
「パンダルマン           
マジックレッスン」 

 

スキー（苗場スキー場）＋家族でスノースポーツ 

レッスンは、より細やかなレベル設定により満足度を高める必要。 

宿泊施設等での待ち時間改善のための一定の人員確保に課題。 
ファミリーで参加できる 
受入環境の整備 

平成２３年２月２６日～２７日（１泊２日） 

託児所・レンタルの充実でファミリーでのスノースポーツ参加をサポート。 

-15- 



目指すべき姿 ○「より豊かなニッポン観光の創造」  ○「スポーツとツーリズムの更なる融合」 

国際競技大会の                  
積極的な招致・開催 

スポーツツーリズム                    
人材の育成・活用 

全国のスポーツ団佒・観光団佒・企業のネットワークを強化し、上記①～④の支援を中心に海外との窓口となって我が国のスポーツツーリズムを推進 

旅行商品化と                              
情報発信の推進           

基本的方向 

オールジャパンのスポーツツーリズム推進連携組織（ＪＳＴＡ）の創設 

スポーツツーリズム推進基本方針（ポイント） ～スポーツで旅を楽しむ国・ニッポン～ 

マーケティング 

経済効果 

・まちづくり施策と連動した地域固有 
 のスポーツコンテンツ開発 

・地方公共団佒・スポーツ団佒・観光 
 団佒・企業の地域連携・協働による 
 スポーツコミッションの設立促進 

・情報整理・発信強化、多言語対応 
 等の受入インフラの整備 

・招致・開催への積極的な挑戦による  
 ノウハウの構築  

・関係者との情報共有と地域住民 
 の理解・協力による規制への対処 

・招致・開催後のマーケティングやプロ 
 モーションによる更なる広がり 

・日本のスポーツツーリズムブランドの 
 構築と積極的な魅力発信  

・外国人旅行者向けのチケット販売 
 方法の構築と多言語での情報発信 

・きめ細かいニーズ調査と幅広い商品 
 開発、集中特化したプロモーション   

・トップアスリートの経験を生かした 
 セカンドキャリアとして人材活用   

・外国人を活用した国際的に通用 
 するコンテンツづくりと情報発信 

・大学等での教育機会や幼少期から 
 のスポーツと旅の機会の充実 

スポーツの振興 

健康増進・産業振興・国際交流促進 

観光立国の実現 

訪日外国人旅行者の増加 国際イベントの開催件数増加 国内観光旅行の宿泊数・消費額増加 

「スポーツ立国戦略」とも協調 

地方公共団佒・観光団佒・スポーツ団佒・企業など 
地域内の連携・協調の推進 

スポーツを活用した観光まちづくり 

④           ③           ②           ①           

・国内におけるスポーツツーリズム推進 
 の機運醸成と顕彰制度の創設 

・国際競技大会招致に向けた国家的    
 な支援佒制づくり 

・スポーツツーリズムを担う人材認定 
 制度の創設と人材情報の集約 

魅せるスポーツコンテンツづくり 
とスポーツ観光まちづくり 

①
           

重視 
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17 

魅せるスポーツコンテンツづくり 
とスポーツ観光まちづくり 

①           

・スポーツ・観光＆まちづくりで地域活性化 

・スポーツコミッションと市民マラソン大会分布 

・さいたまスポーツコミッションについて 

・スポーツツーリズム推進プロジェクト 



スポーツ・観光&まちづくりで地域活性化 

  

 

◎情報発信によるまちづくりの後押し 

  観光庁による、   

  ・スポーツを取り入れたまちづくり計画の策定事例 

  ・スポーツコミッションなど連携組織の設立事例 

  ・観光資源としてのスポーツ大会・合宿活用事例 

 などの「観光庁webサイト」や各種媒体による発信 
 

◎相談・コンサル体制の構築   

  観光庁と全国10の地方運輸局に｢スポーツツーリズム相談窓口｣開設 

  スポーツコミッションなど連携組織、役所内の連携体制づくりも支援 
 

◎対外窓口となるオールジャパンの連携組織づくり 

  ・「日本スポーツツーリズム推進連携組織」(ＪＳＴＡ：ジャスタ)創設に向け、 

   勉強会を立ち上げ＇１０／２６にプレ会議開催（→２４年４月創設を目途 

  ・スキー、ロングトレイルに続き、モータースポーツ､ゴルフ､市民マラソン 

   などの個別ジャンルの連携組織づくりも促進 

  ・スポーツ＋観光といった行政組織のあり方も国と地方で検討 

スポーツ施設整備や道路整備、大会誘致・運営は､スポーツ団体・行政だけでなく、
観光団体、旅行会社、メディア、商工業団体など幅広い関係者を巻き込み、まちづ
くりにしっかり位置づけて総合的な取組促進。成功事例を情報共有。 
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スポーツコミッション・推進組織と大規模市民マラソン大会の分布 

平成23年10月30日 
第１回大阪マラソン 
参加予定者約3万人 

スポーツイベント開催誘致により、スポーツを通じた経済効果による地域活性化 

平成23年11月20日 
第１回神戸マラソン 
参加予定者約2万人 

平成24年3月11日 
第１回京都マラソン2012 
参加予定者約1.5万人 

平成24年3月11日マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知2012 
参加予定者約3.6万人 

平成24年2月26日東京マラソン2012 
参加者約3.6万人 

平成23年11月3日 
第６回湘南国際マラソン参加者約2.4万人 

参加者だけでなく、大会を支えるスタッフ、ボランティア、観衆、企業の存在 

さいたまスポーツコミッション 

スポーツコミッション関西 

スポーツツーリズム 

沖縄実行委員会 北海道スポーツツーリズム 

推進連絡会議 

新規・リニューアル 
市民マラソン大会 

既存 
市民マラソン大会 

スポーツコミッション 

・推進組織 

参加者規模約１万人以上の大会から 

平成23年10月2日 
札幌マラソン  参加者約１万人 

平成24年2月19日 
おきなわマラソン参加者約1万人 

平成23年1月30日 
勝田全国マラソン  参加者約1万人 

平成23年11月27日 
つくばマラソン  参加者約1.4万人 

平成23年4月17日 
かすみがうらマラソン  参加者約2.6万人 

平成23年3月20日 
板橋Cityマラソン  参加者約1.3万人 

平成24年1月8日 
いぶすき菜の花マラソン 
参加者約1.6万人 

平成23年12 月4日 
NAHAマラソン参加者約2.5万人 

平成23年8月29日 
2011北海道マラソン参加者約１万人 

平成23年6月12日 
果樹王国東根さくらんぼマラソン大会 
 参加者約1.2万人 

平成23年12 月11日 
奈良マラソン 
参加者約1.6万人 

佐渡版スポーツツーリズム 

推進連絡会議 
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バスケットボール JBL 

日本のプロリーグと公営競技の分布       （平成２３年５月３１日現在） 

1 

2 

4 6 

3 

5 

7 

9 

10 

2 

1 

3 

4 

1 

1 

2 

1 

②ベガルタ仙台 

①北海道日本ハムファイターズ ①北海道 

②東北楽天ゴールデンイーグルス 

⑦横浜ベイスターズ 

⑤読売ジャイアンツ 

④千葉ロッテマリーンズ 

⑥東京ヤクルトスワローズ 

③埼玉西武ライオンズ 

⑧中日ドラゴンズ 

⑩阪神タイガース 

⑨オリックス・バファローズ 

⑪広島東洋カープ 

⑫福岡ソフトバンクホークス 

③モンテディオ山形 

⑤鹿島アントラーズ 

④水戸ホーリーホック 

⑨浦和レッズ 

⑧大宮アルディージャ 

⑩柏レイソル 

⑭川崎フロンターレ 

⑮横浜F・マリノス 

⑳ヴァンフォーレ甲府 

⑱アルビレックス新潟 

㉒清水エスパルス 

㉓ジュビロ磐田 

㉔名古屋グランパス 

㉖ガンバ大阪 

㉗セレッソ大阪 

㉘ヴィッセル神戸 

㉛サンフレッチェ広島 

①コンサドーレ札幌 

㉟アビスパ福岡 

⑥栃木SC 

⑦ザスパ草津 

⑪ジェフユナイテッド千葉 

⑬東京ヴェルディ 

⑫FC東京 

⑯横浜FC 

⑰湘南ベルマーレ 

㉑FC岐阜 

⑲カターレ富山 

㉕京都サンガF.C. 

㉙ガイナーレ鳥取 

㉚ファジアーノ岡山 

㉜徳島ヴォルティス 

㉞ギラヴァンツ北九州 

㊱サガン鳥栖 

㊲ロアッソ熊本 

㊳大分トリニータ 

㉝愛媛FC 

②リンク栃木ブレックス 

④トヨタ自動車アルバルク＇東京（ 

③日立サンロッカーズ＇東京（ 

⑤東芝ブレイブサンダース＇神奈川（ 

⑥アイシンシーホース＇刈谷（ 

⑧パナソニックトライアンズ＇枚方（ 

⑦三菱電機ダイヤモンドドルフィンズ 

④日光アイスバックス(日光（ 

②秋田ノーザンハピネッツ 

①仙台89ERS 

⑤新潟アルビレックスBB 

⑥富山グラウジーズ 

③埼玉ブロンコス(所沢（ 

④東京アパッチ 

⑦浜松・東三河フェニックス 

⑧滋賀レイクスターズ 

⑨京都ハンナリーズ 

⑩大阪エヴェッサ 

⑪島根スサノオマジック＇松江（ 

⑫高松ファイブアローズ 

⑬ライジング福岡 

⑭大分ヒートデビルズ(別府（ 

⑮宮崎シャイニングサンズ 

⑯琉球ゴールデンキンクス 

③東北フリーブレイズ＇八戸（ 

②王子イーグルス＇苫小牧（ 

①日本製紙クレインズ＇釧路（ 

⑨パナソニックパンサーズ＇枚方（ 

⑫堺ブレイザーズ 

④東レアローズ＇男子（＇三島（ 

⑦豊田合成トレフェルサ＇稲沢（ 

⑪サントリーサンバーズ＇箕面（ 

⑭JTサンダーズ＇広島（ 

⑯大分三好ヴァイセアドラー 

②FC東京 

⑩JTマーヴェラス(大阪（ 

⑥デンソーエアリービーズ＇西尾（ 

⑮久光製薬スプリングス＇鳥栖（ 

③NECレッドロケッツ＇東京（ 

⑬岡山シーガルズ 

①パイオニアレッドウィングス＇天童（ 

⑤豊田車体クインシーズ＇刈谷（ 

1 

4 

3 

2 5 

7 

8 9 

10 

6 

8 

7 

3 

4 

2 

6 

5 

1 

⑧ツインリンクもてぎ＇茂木（ 

⑨筑波サーキット(下妻（ 

⑩富士スピードウェイ＇小山（ 

⑪鈴鹿サーキット 

⑫岡山国際サーキット＇美作（ 

⑬オートポリス＇日田（ 

⑦スポーツランドSUGO＇村田（ 

11 

12 

⑧東レアローズ＇女子（＇大津（ 
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16 

1 

3 

4 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 14 

16 

15 

①札幌競馬場 

③福島競馬場 

④中山競馬場(船橋（ 

⑤東京競馬場 

⑥新潟競馬場 

⑦中京競馬場＇豊明（ 

⑧京都競馬場 

⑨阪神競馬場＇宝塚（ 

②函館競馬場 

⑩小倉競馬場＇北九州（ 

1 

9 

10 

①桐生競艇場＇みどり（ 

②戸田競艇場 

③江戸川競艇場＇東京（ 

④平和島競艇場＇東京（ 

⑤多摩川競艇場＇府中（ 

⑦浜名湖競艇場＇湖西（ 

⑧蒲郡競艇場 

⑨常滑競艇場 

⑩津競艇場 

⑥三国競艇場(坂井（ 

⑪びわこ競艇場＇大津（ 

⑫住之江競艇場＇大阪（ 

⑬尼崎競艇場 

11 

12 

13 
⑭児島競艇場＇倉敷（ 

⑮宮島競艇場＇廿日市（ 

⑯徳山競艇場＇周南（ 

⑰下関競艇場 

⑱鳴門競艇場 

14 15 

16 17 

19 

20 

⑲丸亀競艇場 

㉔大村競艇場 

⑳若松競艇場＇北九州（ 

㉑芦屋競艇場＇芦屋（ 

㉒福岡競艇場 

㉓唐津競艇場 
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22 

23 

24 

3 

①函館競輪場 

②青森競輪場 

③いわき平競輪場 

⑤宇都宮競輪場 

④取手競輪場 

2 

1 

4 

⑥前橋競輪場 

⑦大宮競輪場 

⑧西武園競輪場＇所沢（ 

⑨千葉競輪場 

⑩松戸競輪場 

⑪京王閣競輪場＇調布（ 

⑫立川競輪場 

⑬川崎競輪場 

⑭平塚競輪場 

⑮小田原競輪場 

⑯弥彦競輪場 

10 
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6 

7 

8 

12 

13 

11 

14 15 

16 

17 

18 

19 

22 

⑰富山競輪場 

⑱福井競輪場 

㉑伊東温泉競輪場 

⑲岐阜競輪場 

㉒静岡競輪場 

⑳大垣競輪場 

㉓豊橋競輪場 

㉔名古屋競輪場 

㉕一宮競輪場 

㉖四日市競輪場 

㉗松阪競輪場 

㉘京都向日町競輪場 

㉙岸和田競輪場 

㉚奈良競輪場 

㉛和歌山競輪場 

㉜玉野競輪場 

20 

21 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

㉝広島競輪場 

㉞防府競輪場 

㉟小松島競輪場 

㊱高松競輪場 

㊲観音寺競輪場 

35 

36 

37 

㊳松山競輪場 

㊴高知競輪場 

38 

39 

40 

41 42 

43 

44 

45 

㊵小倉競輪場 

㊶久留米競輪場 

㊷武雄競輪場 

㊸佐世保競輪場 

㊹熊本競輪場 

㊺別府競輪場 

アイスホッケー アジアリーグ 

サッカー Jリーグ＇J1,J2) バレー Vリーグ＇プレミアリーグ（ 

プロ野球 バスケットボール ｂｊリーグ 

競艇場 

競輪場 

競馬場 

①伊勢崎オートレース場 

②川口オートレース場 

③船橋オートレース場 

④浜松オートレース場 

⑤山陽オートレース場 

⑥飯塚オートレース場 

オートレース場   サーキット場 
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13 

1 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 

● プロリーグ 

★ ▼◆ ■ 
公営競技 

1 
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（参考）さいたまスポーツコミッションの設置目的と役割 

スポーツ大会誘致のプロモーター 

中央競技団体とのパイプ役 

市・県スポーツ競技団体との連携体制 

会場確保、関係機関との折衝・事 

務手続き代行 

スポーツ大会の受入コーディネーター 

ボランティア組織のマネジメント 

大会関連需要と市内事業者とのマッ 

チングサービス 

大会参加者・関係者・観戦者のプレ・ 
アフター観光プロモート 
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（参考）さいたまスポーツコミッションの機能 
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２３年度スポーツ観光の新規プロジェクト 

ランニング・ウォーキング・サイクリング 

・ランナーズインフォメーション研究所 
 

・ウォーカーズインフォメーション研究所 
 

・サイクリストインフォメーション研究所 

当研究所所長は 

高橋尚子さん 

＇研究所設立の目的（ 
高橋尚子所長記者会見 「新しい視点で、歩いて楽しい、
走って気持ちがいい、自転車で行くのにいい道を発見する
ことで、日本中に新しい観光名所を作り出したいと考えてい
ます。そしていつの日か、日本を世界一行きたい国にする
のが、研究所の目的です」 http://runnersinfo.org/wp/ 

スノーアクティビティ＇スキー・スノ－ボード等（ 

・若年層スノーアクティビティ振興連絡会 

＇連絡会設立の目的（ 
スキー人口は1990年代前半ピークに減少傾向＇最盛期の約1/3（。 

スキー等のスノーアクティビティは、参加者の年齢が上がるにつれ参加率が
低下するという特徴がある為、スノーアクティビティを開始する若年層・初心
者層の強化と、その後、長く継続して貰う為の方策が必要と考え、官民含む
各種団体が広く連携・知見共有し一丸となって取り組むことが必要であると
いう趣旨にて発足。 

全国８５のゲレンデで１９才のリフト券が無料
に。 

福島県も連動したキャンペーンを。 

優良レンタル店 

認定制度 

ミスキャンパスと連携して学生層にス
ノーアクティビティの魅力を発信。 

11/4発表 11/7発表 
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国際競技大会の  

積極的な招致・開催 
②            

・風評被害による国際競技大会の開催維持 

・将来の国際大会に向けた取組 

・小規模大会や合宿も積極的に誘致・開催 

 



平成２３年度の国際競技大会との連携と震災復興への寄与 

-25- 

世界体操２０１１in東京 ２０１１Ｆ１日本グランプリ ワールドカップバレー＇女子・男子（ 

平成2３年１０月７日～１６日 平成2３年１０月７日～９日 平成2３年１１月４日～１２月４日※開催中 

○大臣・長官大会名誉顧問就任 

○大臣による表彰式プレゼンター 

○南相馬市の少女合唱団による 

  決勝レース前国歌斉唱 

○大臣による合唱団の激励 

○世界１８０カ国以上でテレビ観中継 

○３日間で約３０万人が来場 

○大臣レター、長官レター発出によ
る 開催維持※文科・外務大臣も発出 

○  FIG評議員会(米国ｻﾝﾉｾﾞ)にお
ける観光庁審議官の出席・スピーチ 

○放射線やインフラ等、日本の現状
を正確に伝える資料の提供 

○成田空港での看板掲出 

○大臣レター、長官レター発出による  
  開催維持※文科大臣も発出 

○放射線やインフラ等、日本の現状を 

  正確に伝える資料の提供 

○羽田空港での看板掲出 

○会場での感謝メッセージ看板掲出 

○震災後の風評被害による国際競技大会の日本開催維持のため、主催者及び関係省庁と連携し 

  海外に向けて正確な情報提供により開催を維持 

○Ｆ１日本グランプリでは南相馬市の少女合唱団の国歌斉唱により日本の復興を全世界にアピール 



2019ラグビーワールドカップへ向けた取組と2020東京五輪招致 

-26- 

ゴールデンオールディーズ・ワールドラグビーフェスティバル ＇GOWRF（in福岡  

平成2４年１０月２８日～１１月４日開催予定 

2019ラグビーワールドカップの成功 

2020東京五輪の招致成功 

ラグビーパシフィックネーションカップ 

平成2３年７月２日開催 

○国際ラグビーボード会長及びアジアラグビーフットボール協会会長へ長官レター発出 ＇4月15日（ 
○放射線やインフラ等、日本の現状を正確に伝える資料をIRBへ送付 

    →開幕戦＇7月2日（のみ日本開催＇東京・秩父宮（を維持＇残り５試合はフィジー（               

○GOWRF事務局長へ長官レター発出＇5月13日（   

○放射線やインフラ等、日本の現状を正確に伝える資料をGOWRFへ送付                

  →予定通り＇24年10月28日～11月4日（福岡で開催決定 

○23年11月1日キックオフ会見に長官出席 

○海外から2000人70チーム、国内から2000名80チームの参加を目指す 

アジア初開催 

引き続き国内外の大会ＰＲ、訪日観光プロモーションを 

ラグビー協会と共同実施 

11/1キックオフ会見 

ラグビーワールドカップニュージーランド大会 

平成2３年１０月２２開催 

○ジャパンデーにおいて女子アジアセブンズ大会誘致を支援 

今回初めて観光庁長官も 

五輪招致委メンバーに 



  

 
 

             

  → 先進自治体事例の把握と観光庁webサイトでの発信 

  → 文科省事業「国際スポーツキャンプの招致・開催支援」の活用・連携協力 

  → 合宿ニーズマッチングシステムの構築 

JSTAなどがマッチング 

合宿を受入れた
い市町村 

合宿したい国内外の 

チーム･学生団体 

招致しやすい大会 
＇東アジア大会、アジア大
会、各冬季大会等（ 

招致しやすい競技種目 
＇フットボール系以外の球技、武
道・格闘技､ニュースポーツ（ 

+ 

そのまちがオンリーワンとなれるような 

競技種目をまちづくりに取り入れ、 

○○スポーツのメッカ＇○○甲子園（に 

※住民へ根付かせるための教育活動も 

地域のもつハード力 

＆ソフト力＇住民力（ 

◎すべての自治体における国際競技大会招致・開催へのチャレンジ 

× 

☆国体・インター
ハイその他学生
大会、社会人大会
を持続的に盛り上
げるためにも、
ツーリズムとの融
合が不可欠 

◎すべての自治体における合宿誘致へのチャレンジ 

小規模大会や合宿こそ誘致・開催 

-27- 
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旅行商品化と情報発信の推進 ③            

・旅先で観る・するスポーツの機会を提供 

・ビジットジャパン事業により情報発信 

・訪日外国人の満足度の高いツアーを造成 

・観光庁職員によるスポーツツーリズムＰＲ 



 

 

 
 

             １（チェックインの際や部屋置き資料での情報提供 

                    周辺スポーツイベント、近隣スポーツ施設の情報＇提携割引       

                    クーポン（、ランニング・サイクリング・ウォーキングの各マップ 

ホテル･旅館          ２（フロントやコンシェルジュによるサービス 

                    レンタルシューズ・ウェア・自転車の貸出  

                    着地型スポーツアクティビティ商品の販売 

                     旅行者ニーズに応じたコーチ・トレーナーの派遣取り次ぎ 等  

       〈観光地域内〉 

                              

                                 スポーツアクティビティの情報・サービスを提供 

                                  ※図書館にも案内所機能を付加。コンビニ 

                                   ではスポーツ観戦チケットの販売と連動も  

  

理念：①どこでもスポーツに勤しめる生涯スポーツ環境の整備 

    ②ロングステイに対応できる観光地の形成 

    ③既存スポーツ施設･公園･道の有効活用､地域活性化  

提供 

提供 

旅 

行 

者 

宿 

泊 

客 

旅先でのスポーツを観る・する機会の提供 

案内所  図書館  コンビニ  
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平成２３年度ビジット・ジャパン事業におけるスポーツ観光関連施策 

市場 訴求するスポーツ 
訴求方法＇広告素材、記事広告、招請、旅行博出展など（ 

規模＇予算、日程、来場者数など（ 
訴求内容 

香
港 

サイクリング 
個人旅行商品をメインに取扱う香港現地旅行会社の
招請、商談会の実施＇４日間、10社10人（ 

個人旅行商品をメインに取り扱う香港の旅行会社を四国に招
請、商談会を実施し、旅行商品造成を支援。旅程にサイクリ
ングを組み込む。 

米
国 

スキューバ
ダイビング 

スキューバダイビングをテーマとした見本市 

「DEMA SHOW 2011」に出展 

＇11月2～5日、フロリダ州オーランド、B to B（  

ダイビングデスティネ－ションとしての日本のＰＲ・認知度向上、
ダイバーのデスティネーションの決定に影響力を持つ関係者
とのネットワーク構築及び強化をはかり、スキューバダイビン
グを通じたインバウンドスポーツツーリズムを促進し、訪日外
国人旅行者の増加を図る。 

英
国 

スキー＆ 
スノーボード 

旅行博「Ski & Snowboard  Show」に出展 

＇10月19日～23日、ロンドン（  

イギリス市場の現地消費者・旅行関係者等に対して、正確な日
本の観光情報の発信を行うとともに、スノーデスティネーションと
しての日本の認知度の向上及び日本でしか味わえないアフター
スキーの魅力の訴求、安全・安心に旅行ができることを発信する。
併せて日本でのアウトドアについても映像及び資料にて紹介。 

豪
州 

スキー＆ 
スノーボード 

「Snow Travel Expo Melbourne 2011」 
＇2011年5月15日、5000名来場（ 
「Snow Travel Expo Sydney 2011」 
＇2011年5月22日、8000名来場（ 

海外スキーに関心の高い一般消費者、20～30歳代
のアウトドア嗜好層に対し、訪日スキーの魅力をPR 

そ 
の
他 

ゴルフ 
「International Golf Tourism Market」に出展 

ツアーオペレーター招請 

＇出展：11月14～17日、トルコ、B to B（＇招請：3月（    

「IGTM」への出展を通じ、ゴルフデスティネーションとしての日
本をPRし、新たな訪日需要の開拓・拡大促進をはかる。 

世界の有力ツアーオペレーターを日本に招請し、日本のゴル
フ観光を体験してもらい、その後のツアー造成を支援する。 

そ
の
他 

マラソン 

東京マラソン参加者へのビジット・ジャパンクーポンカードの配
付＇海外参加ランナー 約3,000人が対象（ 
香港・韓国・中国向け個人旅行商品をメインに取扱う現地旅
行会社やスポーツツアー専門旅行会社及スポーツ専門誌＇マ
ラソン専門誌（やアウトドア専門誌＇ロハス系（の記者＇カメラマ
ン（を三都市マラソン＇大阪・神戸・京都（に招請＇４日間、９社
１２人程度（ 

ＶＪ通年キャンペーンの協賛企業各社が提供するサービスを
受けられるクーポンカードを、海外参加ランナーへの最終案
内封筒に封入。訪日時の食、ショッピング等の活動を促進。
個人旅行商品をメインに取り扱う旅行会社やスポーツツアー
専門の旅行会社を三都市マラソンに招請し、旅行商品造成を
支援する。スポーツ専門誌やアウトドア専門誌のメディアを三
都市マラソンに招請し、スポーツ専門誌等へ各マラソン大会と
関西の観光をＰＲし、訪日外国人旅行者の増加を図る。 
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【少人数参加ツアー】

5～10名程度を想定

20～60名を想定

【大人数参加ツアー】

モニターツアー①

北海道 ラグビー合宿＆
自然満喫視察ツアー
１１月～１月の１泊２日

モニターツアー②

モータースポーツ観戦＆
東北観光ツアー
９月２４日（土）～２５日（日）

モニターツアー③

ジェフ千葉観戦とフクダ電子
アリーナスタジアム視察
１０月下旬～１２月上旬

モニターツアー④

ヤフードーム見学と早良・唐津
歴史街道ウォーキング
１０月９日（日）

【少人数参加ツアー】

5～10名程度を想定

【少人数参加ツアー】

5～10名程度を想定

北海道

東北

千葉

福岡

ツアータイトル 人数エリア

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

ジャンル

速報 

速報 
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モニターツアー⑤

長野エリアスキーリゾート
満喫ツアー
１月下旬～２月下旬

モニターツアー⑥

大相撲観戦、下町観光ツアー

１月８日（日）～２２日（日）

モニターツアー⑦

ツール・ド・フクオカ
タウンライド、町並観光ツアー
１１月１９日（土）～２１日（月）

モニターツアー⑧

サンポート高松トライアスロン
見学、ボランティア体験ツアー
９月２４日（土）

【大人数参加ツアー】

【大人数参加ツアー】

【少人数参加ツアー】

5～10名程度を想定

【少人数参加ツアー】

5～10名程度を想定

長野

東京

福岡

香川

20～60名を想定

20～60名を想定

ツアータイトル 人数エリア

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

見るスポーツ するスポーツ

支えるスポーツ

ジャンル

平成23年度訪日外国人旅行者向けスポーツ観光ＣＳ調査 
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日本国内観光情報ポータルサイト「ジャパニカン」にて、英語、韓国語、繁体字、簡体字の４種類の情報発信サイト
を立ち上げ、それぞれのツアー情報発信と募集を実施中 

■ツアーの告知 

【モータースポーツ観戦＆東北観光ツアー】 
日時：９月２４日＇土（～２５日＇日（ 
参加者：韓国人留学生、社会人 ７名 

 

＜内容ダイジェスト＞ 

・韓国人ガイドによる東北観光ツアーが好評。スポーツと観光の融合の可能性を検証。 

・フォーミュラニッポン観戦では、韓国語ツールによる受入整備やピット見学などを行い、言語の障壁を  

 最小限にした状態でモータースポーツの魅力を伝えることを意識。 

・ツアーの模様はＪＲＰサイトに掲載され、競技団体との協力関係を構築。 

【ヤフードーム見学と早良・唐津歴史街道ウォーキング】 
 日時：１０月９日＇日（ 
参加者：中国や欧米を含む外国人 ５１名 

  

＜内容ダイジェスト＞ 

・様々な国籍の参加者に対して調査を行い、総合的な外国人視点での日本の都市観光の魅力を調査 

・プロ野球の練習見学から、ウォーキングによる市内散策、体験、郷土食、観光資源巡りなどスポーツ  

 と観光の融合を様々な視点での調査による満足度を調査 

結果検証→商品造成促進→新規需要拡大、交流人口の拡大、スポーツツーリズムによる地域振興へ 



○「第30回アジア・オリンピック評議会＇OCA（総会」においてＰＲブースを出展し、各国のスポーツ関係者に対し観光
庁職員自らPRを実施 

○在日米軍の基地「キャンプ座間」＇神奈川県（にて開催された「PACIFIC BOXING SHOWDOWN IN CAMP ZAMA」
においてＰＲブースを出展し、各国の来場者に対し観光庁職員自らPRを実施 

○ 「JATA旅博2011」においてＰＲブースを出展し、各国の来場者に対し観光庁職員自らPRを実施 

観光庁職員によるスポーツツーリズムのＰＲ 

第30回アジア・オリンピック評議会
＇OCA（総会 

PACIFIC BOXING SHOWDOWN IN 
CAMP ZAMA＇ボクシングイベント（ JATA旅博2011 

平成２３年７月１４日 平成２３年９月１８日 平成２３年９月３０日～１０月２日 

○書道家・吉川壽一先生揮毫の「がんば
ろう日本」ロゴの提供 

○イベント会場での「がんばろう日本」ロ
ゴやＪＥＤロゴの掲示 

○パンフレット 「JAPAN ADVENTURES 
OUTDOOR GUIDE」 等の配布 ほか 

○日本のPRビデオの上映 
○日本を連想させる ノベルティ「竹ボー
ルペン」の配布 

○パンフレット 「JAPAN ADVENTURES 
OUTDOOR GUIDE」等を配布し、日本
のアウトドアスポーツを紹介 ほか 

○パネル展示＇１０枚程度（ 
○今年６月に策定したスポーツツーリズ
ム推進基本方針の紹介 

○世界体操、ワールトカップバレー、Ｆ１日
本ＧＰ等の世界競技大会のＰＲ 東京
マラソンなど市民マラソン大会のＰＲ等 
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１．オーロラビジョンによる東北応援メッセージ 

 溝畑長官×ﾄｰﾀﾙﾃﾝﾎﾞｽ＇ｺﾗﾎﾞ（からの東北応援ビデ
オを放映しました。 

 

 

 

 

 

 

 

４．２９プロスポーツ仙台開幕戦におけるプロリーグと連携した取組 

東北運輸局、東北観光推進機構、観光庁が中心となり、４月２９日＇金・祝（のプロ野球球団・東北楽天ゴー

ルデンイーグルス及びＪリーグ・ベガルタ仙台の本拠地開幕戦を、震災からの復興に向けたターニングポ

イントとして位置付け、各種連携策を推進しました。 

１．東北の食と観光のＰＲブースの設置 

  球場外に東北の食と観光のＰＲブースを設置し、 

 復興に 向けた情報発信を行いました。 

  ＇例（名産品の配布、食の安全や観光のＰＲ、 

     復興に向けた取り組みの紹介、 

     著名人からのメッセージの紹介 等 

 

 

 

 

 

 

２．テレビ放送との連携 
TBSに全国的な発信に協力いただき、
「絆-きずな-プロジェクト」と連携した展示
を行いました。 

東北楽天ゴールデンイーグルス 

 VS オリックスバファローズ＇１３時～（ 
  ＠日本製紙ｸﾘﾈｯｸｽｽﾀｼﾞｱﾑ宮城 

球団作製ワッペン 

ベガルタ仙台 

 VS 浦和レッドダイヤモンズ＇１４時～（ 
  ＠ユアテックスタジアム 

Ｊリーグ復興応援 

ロゴ＆キャッチフレーズ 

× 

ブース状況 
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スポーツツーリズム 

人材の育成・活用 
④            

・スポーツ観光まちづくりの人材を育成します 

・スポーツ観光マイスターの任命状況 
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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Ｐ
Ｒ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。 

スポーツ観光マイスター任命状況            平成２３年１１月２８日現在 

 

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。 

設置趣旨 

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欧州での抜
群の知名度を活かしての訪日観光ＰＲ
を期待。兵庫県神戸市出身。 

フィリップ＝トルシエ（サッカー） 
元日本代表監督で現在、ＦＣ琉球総監
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。 
フランス共和国パリ市出身。 

小原工（トライアスロン） 
アジア大会５回優勝や、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。 
鳥取県米子市出身。 

平成22年7月 
平成22年7月 平成22年7月 

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。 
熊本県出身。 

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。 
佐賀県出身。 

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。 
東京都出身。 平成22年８月 平成22年８月 平成22年８月 

篠宮龍三（フリーダイビング） 
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。 
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。 
埼玉県出身。 

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、Ｇ
Ｐ２アジアシリーズチャンピオンを経
て、2009年Ｆ１デビュー。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。
兵庫県尼崎市出身。 

荻原健司（スキー ノルディック） 
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、92年・94年の冬季オリ
ンピック2大会連続で金メダル受賞。
現役時代の活躍から「キング・オ
ブ・スキー」の異名を取る。 
群馬県草津町出身。 平成22年８月 

平成22年８月 平成22年９月 

任命年月 
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スポーツ観光マイスター任命状況            平成２３年１１月２８日現在 

 

平成22年１０月 

船木和喜（スキー ジャンプ） 
長野オリンピックラージヒル個人、団体
で金メダル。ノーマルヒルで銀メダルを
獲得。その飛型は「世界一美しい」と言
われ、世界選手権でも金メダル２個、銀
メダル３個を獲得。ワールドカップでは
日本人最多の１６勝。1999年にプロの
ジャンプ選手として世界と戦うため独
立。北海道余市町出身。 

大林素子（バレー） 
元バレー全日本代表。日本バレー
ボール協会テクニカル委員。全日本
の中心選手として活躍し、199５年
にはセリエＡと日本人初のプロ契
約。1996年にアトランタ五輪に出
場し、翌年に現役引退。日本人に馴
染みの深いバレーを通じたスポーツ
観光ＰＲを期待。東京都小平市出
身。 

ドラガン＝ストイコビッチ（サッカー） 
世界的なサッカープレーヤーであり、 
日本でも活躍し、現在は名古屋グラン 
パスの監督として初のＪリーグ制覇に 
導いた。サッカーを通じて人々に夢を 
与えると共に、我が国の持つ魅力を 
世界にＰＲすることに期待。 
セルビア共和国ニシュ市出身。 平成22年１０月 平成22年１２月 

平成2３年８月 

福島 千里（陸上競技） 
2009アジア選手権 女子100m 
に続き、2010広州アジア競技
大会 陸上女子100mの金メダリ
スト 。女子100m ２00mの日
本記録保持者として世界へ日本
の魅力の発信を期待。 
北海道幕別町出身。 平成2３年８月 

廣道 純（車いすレーサー） 
シドニー、アテネパラリンピックと
800ｍで連続銅メダルを獲得。短距離
レースからフルマラソンまで幅広い種
目で活躍。健常者マラソンと車いすマ
ラソンの融合できる大会を増やすべく
活動中。 
大阪府堺市出身、大分県在住。 

平成2３年１１月 

 

 鏑木 毅 （トレイルラン） 
 2005年に国内3大レース（日本山岳
耐久レース、富士登山競走、北丹沢12
時間山岳耐久レース）を同一年に全て
制覇する「トリプルクラウン」を達
成。 2009年、世界最高峰の大会ウル
トラトレイル・デュ・モンブラ
（UTMB）で日本人過去最高位となる
３位入賞。トレイルランの普及と魅力
発信を期待。群馬県桐生市出身 

平成2３年１１月 

有森 裕子（マラソン） 
バルセロナ五輪では銀、アトランタ五
輪では銅メダルを獲得。引退後も精力
的に活動を継続し、２010年6月、国
際オリンピック委員会（IOC）女性ス
ポーツ賞を日本人として初めて受賞。
五輪メダリストとして日本のマラソン
をはじめ走ることの魅力を世界に発信
することに期待。岡山県岡山市出身 



※「スポーツツーリズム相談窓口」は、観光庁スポーツ観光推進室が提供する 
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 
・スポーツツーリズム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、厚労省など） 
・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）、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。 

国への情報提供も歓迎。何でもお気軽に 
ご相談ください！ 

☆後援名義、長官賞・長官行事出席・挨拶など前向きに対応！ 

☆観光庁サイトへの情報掲載（リンク）も随時！ 

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、地方公共団体の皆様・・・ 

こ
ん
な
と
き
は
・
・
・ 

国によるサポートは
何かないか？ 

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、庁内横断的メンバーで 
スポーツツーリズム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。 
 
                    Tel：03-5253-8111（代表） 

＜観光庁＞ 

スポーツ観光推進政策官 進藤   昭洋 （内線２７－８０３） 
スポーツ観光推進政策官 大野     晋 （内線２７－１１５） 
スポーツ観光推進政策官  山本   圭太 （内線２７－８２１） 
スポーツ観光推進政策官  小林   弘典 （内線２７－７０８） 
スポーツ観光推進政策官 秋本  幸佑 （内線２７－５１４） 

スポーツツーリズム相談窓口 
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東北運輸局企画観光部 

観光地域振興課 

Tel  022-380-1001 

関東運輸局企画観光部 

国際観光課 

Tel 045-211-7273 
中部運輸局企画観光部 

観光地域振興課 

Tel 052-952-8009 

北陸信越運輸局企画観光部 

観光地域振興課 

Tel 025-244-6118 

近畿運輸局企画観光部 

観光地域振興課 

Tel 06-6949-6411 中国運輸局企画観光部 

観光地域振興課 

Tel 082-228-8701 

九州運輸局企画観光部 

井上・松永 

Tel 092-472-2335・2920 

四国運輸局企画観光部 

観光地域振興課 

Tel 087-835-6357 

沖縄総合事務局 
運輸部企画室 

Tel 098-866-1812 

青森、岩手、宮城、 

秋田、山形、福島 

茨城、栃木、群馬、千葉、 

埼玉、東京、神奈川、山梨 

福井、岐阜、静岡、 

愛知、三重 

徳島、香川、愛媛、高知 

滋賀、京都、大阪、 

兵庫、奈良、和歌山 
鳥取、島根、岡山、 

広島、山口 

新潟、富山、石川、長野 

福岡、佐賀、長崎、熊本、 

大分、宮崎、鹿児島 

観光庁スポーツ観光推進室 
Tel  03-5253-8111 

沖縄 

北海道 

＜地方運輸局等＞ 

北海道運輸局 
北海道スポーツ観光ＰＴ 

Tel  011-290-2722 

スポーツツーリズム相談窓口 
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メモ 


