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スポーツツーリズム推進基本方針抜粋 

 

Ⅴ．スポーツツーリズム推進に向けた基本的方向 

 

様々なスポーツツーリズム推進のためには、スポーツツーリズムの現場である

地域における関係者の連携と協働が不可欠である。地域固有の資源を活用したス

ポーツコンテンツにより、誘客を図り魅力を発信する「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」の検討や、具体的な集客や経済効果が見込

める国際競技大会、様々なスポーツイベントの開催に向けて、地域を挙げて「国

際競技大会の積極的な招致・開催」に取り組むことが必要である。 

そして、その魅力的なスポーツコンテンツを活用し、国内外から旅行者を誘致

し集客を行うための「旅行商品化と情報発信の推進」が求められる。地域による

スポーツツーリズムのコンテンツ作りやスポーツ大会の開催と、情報発信と旅行

商品化の両輪が機能して初めて、具体的な効果が生み出される。 

（図表１０参照） 

それらの活動を支えるために、スポーツツーリズム推進の中心的な役割を担

う人材やノウハウを持った人材などを送り出していくための「スポーツツーリ

ズム人材の育成・活用」と、我が国のスポーツツーリズムの総合的な受け皿と

しての「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」を官民一体で推進し、好循環をつくる仕掛けが求められる。 

 

 

図表１０ 

 

 

 

地域を中心とした活動

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

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

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

旅行商品化と情報発信の推進

国を中心とした活動

両輪
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１．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 

我が国のスポーツツーリズムの推進は、地域のスポーツツーリズム推進に向け

た連携・協働が核になる。地域に存在する「観る」「する」「支える」スポーツ

に着目し、スポーツコンテンツとして最適なスポーツ資源を選択し、より魅力化

するとともに観光集客のための受入体制の整備についても目標を明確にして計

画的に行う必要がある。 

 

（１）地域による固有資源の発掘と経営資源の精査 

マーケティングの手法で考えると、スポーツコンテンツ開発の第一段階におい

て、地域が活用可能なスポーツ資源（プロチームをはじめ企業・学生チーム、中高

部活動チーム、地域スポーツクラブ、スポーツ尐年団、公営競技、公共・民間スポ

ーツ施設等）、自然環境やアクセスなどの地域資源と地域のマンパワーや予算など

の経営資源を精査する環境分析を行う必要がある。 

（２）地域ごとの差別化されたコンテンツの開発 

次の段階として、環境分析で明らかになった開発可能なスポーツコンテンツの

戦略的ポジショニング（strategic positioning）を確定する。地域観光活性化策には類

似したコンテンツが並ぶことが多いが、人が集まり、収益を生む事業となるために

は、他の地域との差別化が必要となる。このため、地域にあるスポーツコンテンツ

の魅力化と地域固有の文化や資源を活かした着地型スポーツツーリズムのコンテ

ンツの開発が必要となる。 

地域固有の資源を活かした一例として、日本の急峻な地形を利用した「等高線ス

ポーツ」の活用が考えられる。北海道美幌町は、全国でも有数の高日照率と空域資

源を活かしたスカイスポーツを通じた観光の町を目指しており、パラグライダーを

街のロゴとして活用している。 

このほか、群馬県みなかみ町のキャニオニング、秋田県と山形県にまたがる鳥海

山で行われるヒルクライムレース、そして高知県から徳島県を流れる吉野川のリバ

ーラフティングのように、地域の自然資源を最大活用したスポーツが、地域の集客

装置として稼働している。本年は国連が定めた「国際森林年」でもあり、森林保全

への理解促進や「美しい森林づくり推進国民運動」、アウトドアスポーツとの更な

る連携が考えられる。 

（３）国による事例収集と発信による市場環境の整備 

国は、地域間の適正な競争を促進することで、国民にとってよりよいスポーツ

ツーリズム商品が提供される市場環境を整備する必要がある。スポーツツーリズム

に積極的な国内外の地域の事例や、事業として成功した事例を集めると同時に、新

規参入を検討する地域に対して、より多くの地域が独自の資源と当てはめながらス

ポーツツーリズムを展開できるよう、先行事例を提供するなどしてコンサルテーシ
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ョンすることが求められる。 

一方で、インバウンドを考える場合、顧客となる海外の人々の需要把握も必要な

ことから日本のスポーツツーリズムのプロモーション展開やブランド化を積極的

に検討するために詳細な調査を継続して実施することが求められる。 

 

＜施策の方向性＞ 

① まちづくり施策と連動した環境整備 

地域に固有のスポーツコンテンツは、地域のまちづくり施策と連動することによっ

て、戦略的ポジショニングを形成することが可能となる。長期的な視点でスポーツツ

ーリズムを育む地域の魅力を向上させ、スポーツを通じてその魅力を発信していくこ

とで、具体的な成果を挙げている事例がある。 

長野県野沢温泉村の野沢温泉では、独自の景観基準の指針を盛り込んだ「野沢温泉

村うるおいのある美しいまちづくり条例」を制定し、同じくスキーで誘客を図る北海

道ニセコ町とは異なった日本情緒豊かな「デスティネーションイメージ」を形成しつ

つある。これにより多くの外国人スキー客を誘客し、現在では３５万人のスキー客全

体の約２割を外国人スキー客が占めるまでに至った。 

このほかの大都市は、オリンピックやワールドカップなどのメガイベントの招致、

中核市は単一競技の国際大会や全国的なスポーツ大会の招致、小規模市町村は幅広い

世代が参加可能なスポーツ交流イベントの開催するスポーツツーリズムをまちづくり

の一つの要素にすることが考えられる。 

   また、プロ野球・Ｊリーグなどのプロチームはもちろん、ｂｊリーグチームなどの

地域密着型スポーツ、そして、競馬場や競輪場、ボートレース場、オートレース場を

有する地域は、周辺地域観光との組み合わせ、多言語化対応により、国際観光まちづ

くりに向けて大きな可能性を持っている。 

② スポーツツーリズムを目指した地域連携 

スポーツと観光を融合させ、地域の集客マーケティングを行う推進母体として、地

域での連携組織を生み出すことが求められる。例えば、さいたま市は「さいたま市ス

ポーツコミッション」の設立を決定し、人員配置と予算を具体化させている。また、

「スポーツコミッション実現委員会」を設置した関西経済同友会のように、民間主導

で同様の組織の設置を目指す動きもある。 

このようなスポーツと地域の関係性を高める公の組織の設置といった「施策イノベ

ーション」は、今後も全国に伝播していく可能性を秘めている。地域におけるスポー

ツツーリズム推進に向けて、想いを持って主体的に動く人材や団体などが中心となり、

観光施設や商店などの企業、観光団体、スポーツ団体などとの連携し、地方公共団体

とも意識共有をしていけるような、永続的なスポーツツーリズムの推進体制が必要で

ある。 
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③ 地域における受入インフラの整備 

地域におけるスポーツツーリズム推進のためには、地域の受入インフラの整備も

必要である。既存の観光案内所やインフォメーションセンター、更には公立図書館

におけるスポーツ関係情報の発信強化ならびに、スポーツの魅力やその地域で行う

有効性を伝えていく1ＩＣＴの活用など、情報整理や発信の取組が必要である。 

また、インバウンド需要も視野に入れ、多言語対応するためのツールやコールセ

ンター、競技場などでの看板、アクセス表記などの整備が必要である。このため、

留学生などの活用によるチェック等の取組が望ましい。 

さらに、スポーツ施設のインフラ整備による魅力化も重要な要素であり、スポー

ツ観戦を楽しむ上でも、言語の壁を取り払いエンターテイメントとしての要素を付

加することや、スポーツ体験施設の安全管理はもとより、外国人旅行者も含めた多

くの利用者を呼び込む更なる魅力化が求められる。また、小規模スポーツイベント

や合宿のための施設については、例えば廃校となった学校の体育館を改修する等、

既存施設を有効活用することも考えられる。 

 

 

 

 

２．国際競技大会の積極的な招致・開催 

確実に多くの外国人旅行者の誘客が期待できる国際競技大会・合宿招致について

は、従来の地方公共団体・スポーツ団体に加え民間も巻き込んだ地域での連携・協働

が必要である。加えて国レベルでの支援に向けた、国やＪＯＣ・スポーツ団体、企業

との連携強化のための協議が求められる。 

今回調査した海外事例では、カナダ・韓国ともに国レベルでのスポーツツーリズム

推進機関が中心的な役割として大会・合宿招致事業を掲げている。特に世界的に人気

の高い国際競技大会招致を行う場合、一地方公共団体、一省庁任せではなく、国を挙

げて招致に取り組むことが必要不可欠である。 

また、開催後にも、改めて経済効果を検証し、地域、国全体で共有することにより

今後の招致・開催につなげていくことが求められる。 

さらに、小規模・中規模の国内スポーツ大会の開催については、地域が連携して大

会開催を行えるように様々な規制へ対応するための国の支援が求められる。 

                                                      
1
 ICT: Information and Communication Technologyの略。情報通信技術。 

１．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

■ 地域のまちづくり施策と連動した、スポーツツーリズムを育む環境整備

■ 地方公共団体だけでない、企業・観光団体・スポーツ団体とのスポーツツーリズムを目指した地域連携

■ 情報整理、情報発信強化、アクセス表記や多言語対応などの受入インフラの整備
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＜施策の方向性＞ 

① 国際的な大会・合宿の招致の意義 

大会当日だけでなく、国際競技大会や合宿の招致活動に限っても経済的な効果が

あり、招致活動を通じてスポーツツーリズム人材を育成するきっかけともなる。さ

らに招致に成功した場合には、市民とアスリートとの国際交流による社会的効果も

見込まれる。海外のアスリートからも日本のクリーンな都市、施設、環境に高い評

価を得ていることから、招致活動の結果をすぐに出せなくても継続的に挑戦するこ

とに意義がある。 

② 大会開催に向けた規制への対処 

今回調査を実施した福岡県福岡市で開催された「ツール・ド・フクオカ」、香川

県高松市で開催された「サンポート高松トライアスロン」においても、道路交通法

をはじめとする様々な規制の運用が大会運営の大きなハードルになっていること

が明らかになった。今後、全国の大会開催に関係する規制条件や許可基準の洗い出

しや、監督官庁や施設管理者へのアプローチを容易にするための情報共有など、各

地の実情に合った規制への対処案を検討し、支援していく必要がある。 

また、地方公共団体の中にスポーツツーリズムの担当者を置き、関係機関の窓口

となり地域住民とも対話により協力を求めていくことも規制を乗り越え大会を開

催するためには有効である。 

③  招致支援体制づくり 

国際競技大会招致活動はツーリズムの視点では、「シティセールス」とも捉え

られ、世界に都市を長期に亘ってアピールする絶好の機会である。オリンピックの

ようなメガスポーツイベントにいたっては、開催立候補都市のみならず、国および

国家元首の関与が必須となり、スポーツ界の力に加えて、政治・経済・文化を含め

た総合力の勝負となっている。どのカテゴリーの国際競技大会をどのようなタイミ

ングで招致していくかを国家戦略として定めている有力ライバル都市・国に対抗し

ていくには、同様の総合戦略的思考が必要である。メガスポーツイベントに限らず、

中小の国際イベント・国内スポーツ大会・合宿招致についても、マーケティングデ

ータに基づいたターゲット設定、招致の判断をすべきであり、そのデータ等の整備

を行うアライアンスの組織づくりが今後の課題と考えられる。特に大会開催・合宿

については、招致に関するアタックリストの作成、レベル分けによる優先順位付け

などの情報整理と並んで、受入体制のもう一つの課題である競技施設・宿泊・交通

ひいては人材も含むデータの情報管理を担う機能も必要である。 

④ 国際競技大会招致の更なる広がりに向けて 

大会・合宿の招致後の施策についても協議する必要がある。招致後の主体は、

開催地の地方公共団体や主催スポーツ団体に移っていくものの、人材や運営・プロ

モーションノウハウに関する情報管理プラットフォーム機能、競技や参加国・参加
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者のマーケティングに基づく観光拡大を地域と国が連携をした上で推進していく

必要がある。 

世界柔道の実証実験でも見えてきたように、来日した競技関係者や観戦者に対し

てホスピタリティを提供し、周辺観光の魅力を伝えていくことで更なる経済効果が

期待できる。 

さらに大会・合宿については終了後の継続的な来訪の支援や施設のモニュメント

化、招致、開催、人材を継続的に活用できるプロモーション活動なども必要である。 

 

 

 

 

３．旅行商品化と情報発信の推進 

魅力的なスポーツツアーの商品化、それを情報化し、販売していく仕組みを整

えることの両輪が機能して初めてスポーツツーリズムによる観光活性化が実現

されると考える。 

訪日外国人旅行者に対しては、日本のスポーツに対する認識が低いことが見え

てきており、今後スポーツを前面に出した積極的な海外プロモーションが求めら

れる。旅行商品化に向けては、観光業界としての取組を期待する一方、海外との

旅行ビジネスモデルの違いによるリスクヘッジを行う仕組みづくりなども必要

である。 

また、経済産業省の「クール・ジャパン戦略」とも協調し、日本のデザイン、

アニメ、ファッション、映画などの日本の魅力と組み合わせたスポーツツーリズムの

情報発信が求められる。 

  

＜施策の方向性＞ 

① スポーツツーリズムの旅行商品化 

スポーツをテーマとした商品開発では、スポーツの概念をトップスポーツからレ

クリエーションスポーツ、そして「する」スポーツから「観る」「支える」スポー

ツへと概念拡張しながらヘルス・フィットネス、そしてエンターテイメントを含む、

幅広い商品開発が可能となる。さらにスポーツに関する学会やセミナーなどもコン

テンツの一つと考え、ＭＩＣＥ推進施策全体も視野に入れることが可能となる。 

２．国際競技大会の積極的な招致・開催

■ 地域での連携・協働を基に国際競技大会・合宿招致への積極的な挑戦によるノウハウの構築

■ 大会開催に向けた各地の実情に合った規制への対処と地域住民との対話の実施

■ 国際競技大会招致に向けた国家的な招致支援体制づくり

■ 招致後のフィードバックによる、リピーターの獲得や継続的なプロモーション活動の実施
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既に観光庁ではスポーツツーリズムの各種モニターツアーを実施しているが、具体

的な成果と反省を踏まえた上で商品化への動きを促していくことが重要である。モニ

ターツアーの成果による、具体的な反応・反響をふまえた上で地域によるスポーツツ

ーリズムのコンテンツ整備や受入施策の実施を促すとともに、観光産業の新たなビジ

ネス領域の拡大を図っていく。 

インバウンドに対しては、スポーツツーリズムのコンテンツを付加した商品造成を

促進し、国内旅行に関しては、スポーツ観戦や体験に観光要素を付加したパターンと、

観光旅行にスポーツ観戦や体験を付加したパターンの両面からのアプローチが考え

られる。 

② チケット販売の課題解決 

現在は外国人旅行者を顧客としてチケット販売すること自体が採算ベースに乗ら

ないために、海外向けのビジネスとして検討できていない状況にある。今回ファムト

リップや旅行会社へのヒアリングの中で、外国人旅行者のスポーツ観戦に対して、言

語や販売手法に対する日本のスポーツ観戦チケットの課題が見られた。今後はチケッ

ト手配の方法とスポーツ団体のインバウンドへの取組の両面から施策を検討してい

く必要がある。 

その中で課題となっているのは日本と海外のビジネスモデルの違いである。スポー

ツのスケジュールなどを含めた情報不足やスポーツチケット決済の仕組み、また事前

購入が前提のスポーツチケットの未使用分の返金リスクの問題などを解決していく

ことが求められる。例えば、チケットの一元管理販売の仕組みや、販売リスクを軽減

させるための「スポーツ観戦保険」などの仕組み、また、国内では既に一般的となっ

ているＷｅｂやカード決済を用いる方法などを活用した国際間の大会エントリーシス

テムなどの取組の検討も必要である。 

③  スポーツ観戦の観光ルートへの組み込み 

外国人旅行者のスポーツ観戦は、今後のインバウンド振興のキラーコンテン

ツとなり得る。都市を中心に行われているプロスポーツや公営競技などの観戦

スポーツは、東京から仙台・札幌、東京から京都・大阪・神戸・広島・福岡を

結ぶ観光ルートとの相性も極めて良く、今後、訪日旅行促進事業（ビジット・

ジャパン事業）などを活用して情報発信を強化する必要がある。この可能性に

ついても情報を集め実態に伴った形での調査を行っていくことが極めて重要で

ある。 

④  観光資源の魅力化のための自転車の活用 

  二次交通など交通手段の確保は観光地づくりのメインテーマの一つであるが、

スポーツツーリズムの場合は、そもそもスポーツと健康を志向する以上、観光バ

スでの目的地間のへの移動を原則とするのではなく、基本はウォーキング、そし

て広域においては自転車を考えるのが、エコ・省エネ時代の要請にも応えるもの
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である。このような自転車を活用し積極的に観光の魅力化や地域ブランディング

を行っている地域や地方公共団体の事例を調査分析した（財）日本サイクリング

協会の「平成２２年度自転車乗用に関する調査研究事業」報告書は極めて参考に

なる。 

⑤ 旅行商品化に向けたきめ細かいニーズ調査 

外国人旅行者にとってのツアー商品の価値を知るために、引き続き訪日外国人

旅行者に対する需要調査が必要である。具体的には、宿泊業の団体などの旅行関

係企業やスポーツ団体等の協力を得た現地でのアンケート調査と、海外の旅行会

社の協力による、インターネットによる事後アンケート調査の実施が考えられる。 

訪日外国人旅行を考える場合、近隣諸国に対してはよりきめ細かいニーズ調査が必

要となる。さらに調査対象を、今後飛躍的な経済発展が見込まれるＡＳＥＡＮ諸国に

まで拡張する必要がある。その中でも特に、タイ、フィリピン、マレーシア、インド

ネシアを含むＡＳＥＡＮ４における年収３，０００ドル以上の富裕層を今後の調査対

象とする。 

⑥ 日本のスポーツツーリズムブランドの構築 

現在はまだ、外国人旅行者が日本旅行の選択肢としてスポーツを主目的とするニー

ズは比較的尐ないことが明確になっており、今後、我が国のスポーツツーリズムのブ

ランド構築を図る必要がある。外国人旅行者に求められているスポーツコンテンツも

踏まえ、日本のソフト・ハード両面のインフラ整備などによってブランドを確立する

必要がある。 

現状では、日本旅行中にスポーツ観戦や体験などの行動を取るという選択肢自体が

弱いという環境を踏まえ、様々なスポーツコンテンツの魅力と共に、日本の自然や四

季、食文化はもちろん、経済産業省の「クール・ジャパン戦略」とも協調し、デザイ

ン、アニメ、ファッション、映画などの魅力を伝えていくことで日本のスポーツツー

リズムの可能性を伝え、需要喚起を図っていくことが効果的である。特に観戦スポー

ツに関しては、ターゲット国ニーズ調査の結果からも、具体的なスポーツの魅力を伝

えることで観戦意向が大幅に上昇しているという現状から、積極的な情報発信をする

ことによる需要拡大が見込まれる。 

⑦ ターゲット国への積極的プロモーション 

台湾で開催された「ＩＳＵ四大陸フィギュアスケート選手権大会」へのリンクボー

ド掲出の調査においても、スポーツを通じた情報発信が日本観光への興味関心に大き

な影響を与えられることが判明した。今後、スポーツツーリズムのターゲット国とし

て有望視されている韓国や中国、台湾などの国、地域を数か所抽出した中での、集中

特化したプロモーション展開が求められる。 

⑧ スポーツツーリズムの情報の共同発信 

インバウンドにおけるスポーツツーリズムの推進を行うためには、海外に対してス
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ポーツツーリズムの情報を効率的、効果的に発信するための、情報の一元化と多言語

対応は避けては通れない。Ｗｅｂ等を活用した情報発信の課題や必要な機能などを整

理して環境を整えていく必要がある。 

まず日本のスポーツシーンを可視化し、旅行動機を誘発する高付加価値のスポーツ

コンテンツを選りすぐって、マスメディアやソーシャルメディアを通じて国外に対し

発信することが求められる。 

情報発信に当たっては各ステークホルダー（当事者）・受入地方公共団体・チケッ

ト会社を含む旅行関係企業などと協力し、それぞれのビジネスとも連動させた発信を

していくことがより効果的である。 

また、海外を中心に活躍する著名人と協力した日本の情報発信も有効である。観光

庁では「スポーツ観光マイスター制度」を創設し、世界的全国的に活躍するスポーツ

選手（元スポーツ選手）を「スポーツ観光マイスター」に任命し世界に向けた日本の

スポーツツーリズムの情報発信を行っているが、海外で活躍する選手を中心にスポー

ツジャンルを広げながら今後一層の利活用が望まれる。 

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）のＷｅｂサイトでは、海外からの旅行者にスポーツイ

ベントとしての大相撲、柔道、サッカー、野球、東京マラソン、Ｆ１を紹介しており、

更なる拡充が求められるとともに、風評被害対策として情報発信している、来日又は、

日本で生活する著名な外国人から日本の安全・安心に関するメッセージの紹介などの

機能も重要である。 

⑨ 国内におけるムーブメントづくり 

スポーツツーリズムを推進して、訪日外国人旅行者誘致を行うためには、まずは国

内での機運醸成が必要である。従来の国内観光に加えて地域の特性を生かした、より

アクティブなスポーツ要素を加味した観光モデルを国民に提案し、行動喚起を図る必

要がある。 

観光庁では、観光庁ポータルサイト「スポ･ツー・ナビ」の開設、スポーツツア

ー商品やイベント等に使用可能なロゴマークとキャッチフレーズの設定してお

り、スポーツツーリズムの機運醸成を図っている。「スポ･ツー・ナビ」サイトで

は１日平均５，０００件のページビューの実績が上がっており、関係団体、企業

との一層の連携により今後更なるコンテンツの拡充が求められる。 

また、国内観光をスポーツで活性化するには、宿泊先や観光案内所におけるス

ポーツイベントやゴルフ練習場、テニスコート、ボーリング場などの情報提供、

ランニングマップ・サイクリングロードマップの作成・配布、シューズ・用具の

貸出などサービスの拡充が望まれる。 

なお、国によるスポーツツーリズムに関して先進的な地方公共団体や企業・団

体の顕彰制度創設などもスポーツツーリズムの普及拡大と社会的認知の向上には

極めて効果的であるため検討する必要がある。  
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参考：外国人向けスポーツツーリズムリーフレット 

 

 

参考：スポツーロゴ 

 

 

 

 

 

 

 

３．旅行商品化と情報発信の推進

■ スポーツに関する幅広い商品開発による、ニーズの異なった様々なターゲットの獲得

■ チケットの一元管理販売や販売リスクの軽減などの国際間チケット販売手法の構築

■ ゴールデンルートを中心としたスポーツ観戦の観光ルートへの組み込み

■ ターゲットを定めてのきめ細かいニーズ調査によるマーケティング

■ 日本のスポーツツーリズムを印象付ける積極的なプロモーション活動の実施とブランドの構築

■ 旅行動機を誘発する高付加価値の情報集約と多言語での情報発信

■ 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検討
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４．スポーツツーリズム人材の育成・活用 

スポーツツーリズムの推進には、中心的な役割を担う人材やスポーツの実施を支

えるノウハウを持った人材など、「人」を活用し、また育成していくことが必要で

ある。そのためには、何らかの公的な人材認定制度を構築することや、人材情報を

管理するための人材バンクなどの仕組みを運用するなどして、スポーツツーリズム

推進を目指す地域などがノウハウやネットワークを容易に活用していけるよう支援

することが望ましい。元アスリートや、地域の観光従事者のスキル向上や教育だけ

でなく、積極的に専門的知識や経験を有した外国人の活用を行うことや、大学や専

門学校での教育なども行い、中長期的な観点からの人材の育成・活用方策が求めら

れる。 

   

＜施策の方向性＞ 

① スポーツツーリズム人材の認定制度の創設 

それぞれの地域で活躍するスポーツツーリズムに関わる人材への何らかの認定制

度を創設することにより社会的地位やモチベーションの向上と、自主的研鑽の促進

を図っていくことが出来ると考えられる。観光団体、スポーツ団体、旅行関係企業、

スポーツ関連企業など、現状では地域の各所に分散してしまっているスポーツツー

リズムを担っていくための専門的な知識や技能などを持った人材の情報を集めて

いくことが有効である。この認定制度を国が設けるのか、民間が設けるのかスポー

ツツーリズムの官民一体となった組織が設けるのかは検討する必要がある。 

② トップアスリート等の経験を活用したスポーツツーリズムにおける人材の育成 

スポーツツーリズムを推進していける人材の育成に向けて、各地域や実施主体が

中心となり、経験豊富な元アスリートなどのセカンドキャリアとしての活用やスポ

ーツを支える人材育成スキームとの連携をはかることが大切である。それ以外にも、

長期的な視点として、地域でのスポーツツーリズムを担う人材のスキル向上や教育

を行うスキームを検討していくことが求められる。 

③  高度専門人材としての外国人の活用 

スポーツツーリズムのコンテンツ作りには、地域と自然資源に精通し、アウトド

アスポーツのスキルがあり、収益性の高いコンテンツを開発できるビジネスマイン

ドを持つ専門家が必要となる。一つの方法として、国が導入を図る専門性を持つ高

度人材としての外国人の受入策の活用がある。高度専門人材と認定された場合、永

住許可に必要な滞在期間の短縮、入国・在留手続きの優先処理、初入国から最長５

年の在留期間付与、家族や家事使用人の入国許可といった優遇策が認められている。

このような制度を活用して、アウトドアスポーツなどに精通した外国人を招き、地

域に眠る自然資源のコンテンツ化を実現させる方策が必要である。結果的にそれら

の外国人が国際的に通用する地域の魅力を踏まえたスポーツツアーを創り出し、海
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外に向けても発信を行っていくことになり北海道ニセコ町のように、スポーツツー

リズムを機軸としたリゾートとしての進化も可能となる。 

また、既存の日本のスポーツ業界で活躍している人材やアスリートによる、自国

への情報発信なども大きな影響力を持つことが想定され、取組が求められる。 

①   大学等におけるスポーツツーリズムの教育機会の充実 

人材養成という視点から、大学や専門学校において、スポーツツーリズムを体系

的に学ぶ、学部、学科、コースの設置が求められる。そのためにも、まずはスポー

ツ系の学部と経済系学部との単位交換の拡充や協働でのカリキュラムの作成、共同

学部の設置が望まれる。さらに、大学での旅行関係企業などによる講座の開設や、

就職活動のための事業説明会も兼ねたセミナー、インターンシップによってスポー

ツツーリズムの基本的知識やビジネス体系の普及啓発を図る。 

②  幼尐期からのスポーツと旅の機会の充実 

幼尐期からの多様なスポーツや旅行の経験は発達上有意義であるが、将来のスポ

ーツツーリズム人材の裾野を広げるためにも極めて重要である。このため、Ｊリー

グ百年構想にもあるような「広場やスポーツ施設の拡充」「やりたいスポーツを学

べるスポーツクラブの普及」「スポーツの世代間交流の拡大」などの環境整備が望

まれる。さらに、その地域ならではのスポーツ（例えば、雪国ならスキーなど）の

経験はできるだけ子どもたちが共有できるようにし、スポーツのメッカを唱えるま

ち、例えば、「ホッケーのまち」の福井県越前町や埼玉県飯能市ならホッケーに老

若男女を問わず勤しむ、市民マラソンなどの開催地なら児童生徒が応援を含め全員

参加する、といった環境づくりが望まれる。加えて、居住地域周辺ではできないス

ポーツを旅に伴い異なる文化・自然環境の下で経験し交流することによって、スポ

ーツと旅行に前向きなマインドを持つ若者を育成することも可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

４．スポーツツーリズム人材の育成・活用

■ スポーツツーリズムを担う人材の認定制度の創設と人材情報の集約

■ 経験豊富なトップアスリート等のセカンドキャリアとしての人材の育成・活用

■ 専門的な知識や経験を有する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

■ 大学や専門学校などの専門課程での教育機会の充実による人材育成

■ 幼少期からのスポーツと旅の機会の充実によるスポーツツーリズム人材の裾野拡大
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５．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 

我が国のスポーツツーリズムの総合的な受け皿として、カナダのＣＳＴＡの取組

事例や各国の状況も参考にし、国やスポーツ団体だけでなく、スポーツ関連企業と

旅行関係企業などが一体となったオールジャパンのスポーツツーリズム推進連携組

織（以下「ＪＳＴＡ」という。）のあり方と、そこで解決すべき課題や各組織が実

施すべき領域などを検討することが求められる。 

図表１１が、ＪＳＴＡの最終形イメージであり、この組織が地域のスポーツツー

リズムの推進を支援し、関係情報を集約し、組織に参画する企業や団体のビジネス

に転化させることで、自走化を図っていくことを理想とする。 

 

図表１１ ＪＳＴＡイメージ図 

 

 

 

 

＜施策の方向性＞ 

① スポーツツーリズム推進のハブとしての役割 

ＪＳＴＡの主な役割は、スポーツ団体、観光団体、スポーツ関連企業、旅行関係企

業などのパイプ役となり、それらとスポーツツーリズムの現場である地域との連携、

情報提供、マッチングを図り、より魅力的なスポーツコンテンツ、交流ビジネスの創

出を促していくことである。ＣＳＴＡは、主にスポーツ大会招致や開催に向けたノウ

ハウの提供などの役割が主であったが、ＪＳＴＡは、それだけに留まらず、「等高線

スポーツ」をはじめとした「する」スポーツと地域の観光資源のマッチングの支援や、

プロスポーツ大会の開催仲介やプロスポーツチームの独立支援、スポーツボランティア

の育成支援など、「観る」スポーツの推進なども含み、より多角的なスポーツツーリズ

ムの推進を担うことが理想的である。 

国（スポーツツーリズムに関連する省庁など）

連携

スポーツツーリズム推進連携組織（ＪＳＴＡ）
地域がスポーツツーリズムを起こしていくためのパイプ役

スポーツ団体

ｽﾎﾟｰﾂ関連企業 旅行関係企業

観光団体

ノウハウによるサポート

地域 地域

地域
地域

地域
地域

地域

地域
地域

スポーツツーリズムのビジネスマッチング

スポーツツーリズム人材育成 国際競技大会・合宿の招致・開催支援

連携

連携

連携

連携
その他企業

連携

コンテンツ開発
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② スポーツツーリズム人材育成とコンテンツ開発、大会・合宿招致の支援 

個々の機能としては、スポーツツーリズムにかかる人材認定制度や人材バンクの創

設により、全国に分散しているノウハウを結集させ、各地域へのコンサルテーション

を行っていくことが求められ、将来的には人材育成そのものも重要である。 

また、国際競技大会・合宿の招致については、招致プロセスにかかる情報提供や協

力だけでなく、大会開催の経済効果の算出や、地域における文化的、社会的価値の伝

達、観光情報の提供など、多角的な協力を行う機能が求められる。 

さらに、企業のスポンサーシップの募集や大会運営に欠かせない様々な企業との連

携などを総合的に支援できる体制を作ることが理想である。 

加えて、地域の特色を活かしたスポーツコンテンツの開発や大会・合宿招致、スポ

ーツの受入環境整備などをスポーツ団体それぞれの目的と連関させた形でマッチング

を行い、スポーツ関連企業や旅行関係企業のビジネスを連動させる機能も期待される。 

③ 利害関係者の合意形成と中長期的な目標設定のための協議 

スポーツツーリズムの推進に向けての自走化を図るためには、ＪＳＴＡのような枠

組みは必要不可欠であり、国主体ではなく、より柔軟にスポーツによる地域観光活性

化を目的とした産学官連携の形が望ましいと考える。このため、スポーツ団体、観光

団体、スポーツ関連企業、旅行関係企業などの利害関係者間の合意形成や、目標や事

業について協議を重ねていく必要がある。例えば、カナダのＣＳＴＡを例にとると、

３年かけて準備をしながらアライアンスを確立し、合意形成を図っている。ＪＳ

ＴＡの設立には、まずは、長期的な目標や収支構造（加盟企業・団体・地域の加

盟料など）を共有することを第一に、幅広いメンバーから成る勉強会などを積み

重ねた上で、中長期的視点を持って入念な準備をする必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．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のハブとしてのビジネスマッチングや地域支援の役割

■ スポーツツーリズム人材育成とコンテンツ開発、大会・合宿招致の支援

■ 利害関係者の合意形成と中長期的な目標設定による自走化


