
ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸの開催と観光振興    
   ～2020年日本招致に向けて～ 

 

平成２４年９月２８日 
 

      東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ招致委員会 評議会委員 

              内閣官房参与    溝畑 宏  

資料１ 



スポーツツーリズムとは 

旅行／観光 

ツーリズム 
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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ご当地グルメや
周辺観光を楽しみ、また観光客が滞
在プランの一つとしてスポーツ観戦
も加えることで、旅行内容の充実の
ほか、各スポーツの普及振興、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、総合格闘技 .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
温泉など周辺観光を楽しみ、また観光客
が入浴前の一汗としてテニス等に勤しむ
ことで、旅行内容の充実のほか、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、トレッキング、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。 
 
プロリーグ運営、国体、インターハイ、
マラソン大会、合宿誘致、運動会、五輪、
各種国際大会、各種世界大会、 
総合スポーツクラブ .etc 

我が国の優れた 

スポーツ資源 



山岳国だから楽しめる多様なスポーツ 

日本の国土の森林率は６８.３％もあり、山岳スポーツからニューエンデュアランスス
ポーツまで、多様なアウトドアスポーツを楽しむことができる。森林率はフィンラン
ドの７３.９％に続いて世界で２番目。（参考：スウェーデン：６６.９％） 

日本の自然は、ヨーロッ
パに比べると、急峻な山
岳地帯や深い谷が続く、
険しい地形が多いが、一
方で、その険しさがアウ
トドアスポーツの利点に
もなっている。例えば、急
流を下るリバーラフティン
グやカヤッキングなどは、
平地を流れる川では味
わえないスリルと楽しさ
を与えてくれる。また等
高線をまたぎながら頂上
をめざす登山もあれば、
等高線上を移動する登り
降りの少ないトレッキン
グも人気がある。＇原田教授（ 
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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

今後の訪日旅行でしたいことは？ 

ターゲット国調査でも「スポーツ」のニーズは大きい！ 
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インバウンド策としての｢観る｣｢する｣スポーツ 

◎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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 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。政府を挙げて一体的・総合的に取組を
推進する体制として平成２１年１２月、国土交通省に「観光立国推進本部」を設置したもの。 

趣旨 

 
 

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 

【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 

W  G 

観光連携コンソーシアム 

観光立国推進本部から打ち出されたスポーツ観光 
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新しいニューツーリズム 
平成２２年１月～ 

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 

外国人が日本の医療機関で治
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 

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 

提言 

 
省庁 
連携 
による 
総合的

な 
振興策

の 
検討 

 



スポーツツーリズム推進連絡会議の創設（平成２２年５月） 

関係省庁 

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 

プロスポーツ団体 

統括団体、競技団体 

観光関係団体 

関係企業 

旅行会社・鉄道会社 

放送局・広告代理店 

         等 
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原田宗彦 早稲田大学教授   
高橋義雄 筑波大学准教授 有識者 

構 成 

平成２２年１月「観光立国推進本部」での提唱を受けて創設 

本会議５回／４ＷＴ延べ２０回／参画委員・協力者１００名超 



スポーツツーリズム
で目指すべき  
日本の姿 

○「より豊かなニッポン観光の創造」        
○「新しいビジネスの創出」 

 ④国際競技大会の積極的な招致・開催 

 ③スポーツツーリズム人材の育成・活用 

 ②旅行商品化と情報発信の推進 

推進すべき     
基本的方向 

産官学による                          
日本スポーツツーリズム推進機構（ＪＳＴＡ）の創設 

｢スポーツツーリズム推進基本方針｣策定(平成23年6月) 

国際イベントの開催件数増加 

①           
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 ①コンテンツづくりとスポーツ観光まちづくり 

＇国の基本方針 ＇兼（ 自治体・事業者の実務マニュアル（ 

全国10箇所で人材育成研修を実施 

スポーツ観光マイスターの任命（20名）
うち外国人5名 

 

国内向け４５、外国人向け８のモニターツ
アーを実施し各地域でのコンテンツを掘り
起こし商品化 

外国人向けツアーでは募集段階で大学の
留学生窓口の活用とツアーへの参加       
海外でのＶＪ事業 

国際競技大会開催維持について大臣・ 
長官レター省庁連携により発出      
（世界体操・ワールドカップバレー）       
国交大臣のＦ１日本ＧＰ出席           
長官の五輪招致委員会の評議委員就任 

観光庁の取組 



一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA)の設立 

地域＇会員の自治体（ 

 

ＪＳＴＡ 
 

国＇スポーツツーリズムに関連する省庁など（ 

スポーツ関連企業 

スポーツ団体 観光団体 

旅行関係企業 

その他企業 

連携 

その他企業 

マッチング 
支援 

コンサル 

タント 

スポーツツーリズムの普及定着により、地域間交流の活性化並びに訪日外国人の拡大につなげるため、
広く地域、団体、企業、大学等のネットワーク構築を図り、国際スポーツ大会等の誘致をはじめ、地域づくり、
旅行商品造成、人材育成、国内外への情報発信、調査研究等に関する事業を行い、地域経済の活性化、雇
用機会の増大等わが国経済の発展並びにスポーツの振興、健康の増進、自然との共生等豊かな国民生活
の向上に貢献し、もってスポーツ立国及び観光立国の実現に寄与する。 

～我が国のスポーツツーリズムの中核的組織・対外代表組織として本年4月11日創設～ 
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 ＇１（スポーツツーリズムに取り組む地域等の全国的なネットワークの構築 

 ＇２（スポーツツーリズムに関する地域プラットフォーム＇スポーツコミッション（形成の支援 

 ＇３（国際スポーツ大会等の誘致・開催に関する協力、援助、提言 

 ＇４（スポーツを活用した旅行商品の普及及び造成の支援 

 ＇５（旅行先におけるスポーツ活動の利便性向上のための環境整備、提言 

 ＇６（大学等と連携したスポーツツーリズム人材の育成、研修会の開催 

 ＇７（国内スポーツ情報の集約、国内外への情報発信、講演会・イベントの開催 

 ＇８（スポーツツーリズムの推進に関する調査研究、各種表彰・顕彰、イベント後援 

 ＇９（海外のスポーツツーリズム組織との交流、海外視察旅行の実施  

事業 

東京都新宿区西早稲田一丁目６番１号 

早稲田大学１２０－１号館    

  プロジェクト研究所内４０５号室 
会員数 約80(H24.7) 

事務員 専属1名 

予算規模 
会費収入約1200万 

http://sporttourism.or.jp/ 

目的 



一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 役員  平成２４年５月１９日現在 

敬称略・順不同 理事１５名  会員８０者以上 

 

＇法人会員（ 
 上治 丈太郎   ミズノ(株)  代表取締役 取締役副社長     

 大塚 眞一郎    ＇社（日本トライアスロン連合 専務理事     

 加藤 誠    (株)ジェイティービー 観光戦略部長     

 青木 淑浩    近畿日本ツーリスト(株) スポーツ事業部長   

 石垣 隆久   (株)日本旅行 MICE営業部部長             

 久留 英一   日本航空(株) 海外地区販売部長       

 荒井 誠   (株)電通 ソーシャル・ソリューション局長  

 安井 豊明    (株)ヒト・コミュニケーションズ 代表取締役社長 

 大橋 磨美    (株)東横イン 執行役         

 木田 悟    (一財)日本スポーツコミッション 理事長 

 田村 匡    スポーツコミッション関西 事務局長  

 本田 秋満   ＇社（さいたま観光国際協会 会長職務代行者副会長 

 

＇個人会員（ 
◎原田 宗彦    早稲田大学スポーツ科学学術院教授      

  髙橋 義雄    国立大学法人筑波大学体育系准教授      

   藤口 光紀   広島経済大学経済学部スポーツ経営学科教授   

監事１名 

＇法人会員（ 
   吉永 憲   (株)共同通信社 情報企画本部 本部総務    

◎:代表理事たる会長 
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国際交流部署 まちづくり部署 スポーツ部署 公園管理部署 健康福祉部署 観光振興部署 

教育委員会 

首  長 

副 

スポーツ大会 

姉妹都市等からの招へい 

おもてなし 

物産出店 

ヘルスツーリズム 

都市計画への反映・規制緩和 

高齢者 
障害者 

ファッション 用具 
体育 

整備・規制緩和 

外国語案内表示 

地域活性化！ 

「スポーツ観光まちづくりＰＴ」など 

地方スポーツ推進計画づくりを契機に 

スポーツコミッション＇ＳＣ（ 
関係事業者 

周辺自治体 

関係諸団体 

ＪＳＴＡの機能：自治体の横断的組織づくりやＳＣ設立の促進 
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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 

大会受入のコーディネーター 
 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・アフター観光アレンジ 
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先進例「さいたまスポーツコミッション（ＳＣ）」 

設置目的：「スポーツの盛んなまち」という特性を生かし、スポーツを通じた新たな観光客の拡
大を図り、さいたま市の経済交流を活性化させる」 

さいたま市における新たなスポーツ観光市場の創造 
ミッション 

戦略方針 

 ①特定協議やカテゴリーのメッカづくり 

 ②ターゲットを明確にした誘致活動 

 ③自然・都市機能を活かしたエコロジカ 

  ルスポーツの振興 

機能 

 ①企画調整機能 ②大会誘致機能 

 ③大会運営支援機能 

 ④広報・ＰＲ機能 ⑤観光連携機能 

 ⑥地域スポーツの振興機能 

誘致・開催・協力実績 ※23年度 

設立記念シンポジウム 

Bjリーグオールスターゲーム 

総合格闘技ＵＦＣ ＪＡＰＡＮ 

他 合計２１イベント 誘客数約20万人 

２３年１０月設立 



スポーツコミッション等地方連携組織と大規模市民マラソン 

平成23年10月30日 
第１回大阪マラソン 
参加者約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 
参加者約3万人 

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 
平成23年10月設立 

スポーツコミッション関西 
平成24年4月設立 

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日第36回札幌マラソン  
参加者約１万人(ハーフ以下（ 

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24年1月29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24年4月15日 
かすみがうらマラソン  参加者約2.5万人 

平成24年3月18日 
板橋Cityマラソン  参加者約1.5万人 

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28日2011北海道マラソン 
参加者約１万人 平成24年6月10日 

果樹王国ひがしねさくらんぼマラソン大会 
 参加者約1.2万人(ハーフ以下（ 

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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平成24年11月25日第１回富士山マラソン 
参加予定者約1.6万人 

平成23年11月6日 
下関海峡マラソン  参加者約1万人 

平成24年4月22日 
徳島マラソン  参加者約1万人 



     誰でも参加体験できるスポーツイベント 

      

 

 

 

 

 

 

◎近年創設ORリニューアルされたマラソン大会 
 

    大会名           創設年  制限時間  参加定員 

 東京マラソン      ２００７年  7時間 約3万3千人 
 

 北海道マラソン    ２００９年  5時間 約1万1千人 
                    ＇１９８７年（ 

 奈良マラソン      ２０１０年  ６時間 約1万5千人 

 大阪マラソン      ２０１１年  7時間 約3万人 

 神戸マラソン      ２０１１年  7時間 約1万8千人 

 熊本城マラソン     ２０１２年  7時間 約9千人 
   

 京都マラソン      ２０１２年  ６時間 約1万6千人 
 

 名古屋ｳｨﾒﾝｽﾞﾏﾗｿﾝ ２０１２年  7時間 約1万3千人 

 
 

かつては、 

3時間半～ 

4時間以内 

が主 

 富士山マラソン    ２０１２年  6.5時間  約1万６千人予定 
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月刊ランナーズ2012年8月号全国ランニング大会ガイド参考による観光庁調べ 

フルとハーフが設定されている大会はフルで集計。フルとハーフ以外の大会はその他。 

ウルトラマラソン、リレーマラソン、駅伝はその他で集計 

人口は総務省統計局統計調査部国勢統計課Ｈｐ参考＇平成２２年（ 

1200 

1000 

600 

400 

200 

800 

回 
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＇観光資源の活用による地域の特性を生かした魅力的な観光地域の形成（ 

＇新たな観光旅行の分野の開拓（ 

  ○スポーツツーリズムの推進   

   スポーツツーリズムとは、スポーツを「観る」「する」ための旅行に加え、スポーツを「支える」人
々との交流や、旅行者が旅先で多様なスポーツを体験できる環境の整備も含むものであり、
国内旅行需要の喚起やゴルフ、スキー等スポーツへの指向性の高い外国人旅行者の訪日促
進に寄与するものである。  

   ＭＩＣＥ推進の要となる国際スポーツイベントの招致活動は、訪日プロモーションやシティセー
ルスと連動することで相乗効果を有するものである。  

   このため、平成23年度に策定された「スポーツツーリズム推進基本方針」に基づき、地域スポ

ーツコミッションの設立を促すとともに、情報の集約・発信、国際スポーツイベントの誘致・開催
支援などを担うスポーツツーリズム推進連携組織を創設する。また、2019年のラグビーワール
ドカップの日本招致成功の経験を活かし、2020年の東京オリンピック・パラリンピックの招致に
取り組む。 

  ○マリンレジャーを活用した地域観光の振興等 ＇略（ 

＇観光旅行の促進のための環境の整備（ 

  ○自転車利用環境の整備 ＇略（ 

新「観光立国推進基本計画」(本年3月30日閣議決定) 
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インバウンドの目標へのスポーツの貢献（試算） 

前 提：①欧米並みのスポーツツーリズム志向の高まり 

       ②スポーツ旅行商品のラインアップ拡大 

       ③誰でもいつでもどこでも＇旅先でも（多様なスポーツ体験が    

                できる環境の整備 

      ④毎年・通年のコンスタントな国際スポーツイベント・合宿の 

       招致・開催 
 

目標値：インバウンド目標：２０２０年初め２５００万人のうち、 

        スポーツ目的：     750万～１０００万人※ 

  ※複数目的の一つの場合を含む。2019年はラグビーＷ杯日本大会  

  の開催年、２０２０年は招致が成功すれば東京五輪の開催年。 

観光立国推進基本計画＇２４．３．３０閣議決定（上の目標：２０２０年初めまでに２５００万人 

                                     ２０１６年までに   １８００万人 
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スポーツ行政の大きな動き 

◎根本法のチェンジ 

  旧法・スポーツ振興法「スポーツそのものの振興」 

               「営利のためのスポーツは振興しない」 

  新法・スポーツ基本法＇平成23年6月公布・同8月施行（ 

   ｢スポーツを通じた体力向上･健康増進･国際交流･地域活性化等｣ 

   「スポーツ産業事業者との連携」 

スポーツ基本法に基づく「スポーツ基本計画」を本年３月に策定！ 

＇→地方も国の計画を参酌して「地方スポーツ推進計画」策定へ（ 
 

◎スポーツ行政所管＇原則、教育委員会（の柔軟化 

   地方分権により｢スポーツ・文化｣は首長部局の所管も可能に  

  → 沖縄県＇文化観光スポーツ部（H２３～ 

     三重県＇地域連携部スポーツ推進局（H２４～ 

     秋田県＇観光文化スポーツ部（Ｈ２４～  

       -17- 



子どもを取り巻く社会のスポーツ環境の充実 

 ○ 国は、旅行先で気軽に多様なスポーツに親しめるスポーツツーリズムを推進し、
子どもにとって居住地域だけでは不足しがちなスポーツ機会を向上させる取組を推
進する。 

 

ライフステージに応じたスポーツ活動等の推進 

 ○ 国は､障害者の競技大会への参加や旅行先でもスポーツに親しめる機会を充実
するため、民間事業者等と連携し､障害の有無にかかわらず移動・旅行ができる環境
整備に取り組む。 

 

住民が主体的に参画する地域のスポーツ環境の整備 

 ○ 国及び地方公共団体は、大学、スポーツ団体及び企業等と連携して、スポーツツ
ーリズムや観光によるまちづくりに関する専門的知識を有する人材の育成及びそれ
らの地域スポーツにおけるコーディネータ等としての活用を促進する。 

 ○ 国及び地方公共団体は、例えば「地域スポーツコミッション」等の連携組織の設立
を推進するなど、スポーツを地域の観光資源とした特色ある地域づくりを進めるため
、行政と企業、スポーツ団体等との連携・協働を推進する。 

「スポーツ基本計画」(本年3月30日文部科学大臣決定) 
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スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進 

 ○ 国は、スポーツ団体や大学等と連携し､訪日外国人への武道等の体験機会を設け
るなど、スポーツツーリズムによる国際交流を推進する。 

 

オリンピック･パラリンピック等の国際競技大会等の招致･開催等   

 ○ 国は、独立行政法人日本スポーツ振興センター、地方公共団体、ＪＯＣ及び中央
競技団体等と連携し、大規模な国際競技大会等の招致や、我が国で予定されている
国際競技大会等の円滑な開催に向けて、海外への情報発信や社会的機運の醸成、
海外からのスポーツ関係者の受け入れ等に必要な措置等の支援を行う。 

   また、在外公館等においては、国際競技大会等の日本への招致及びスポーツ分野
の国際選挙等に関する情報収集活動及び国際プロモーション活動等の支援を行う。 
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「日本再生戦略」平成２４年７月３１日閣議決定 抜粋 

○観光立国戦略 

＇重点施策：観光需要の喚起（ 

＇略（ 

• 地域の特性をいかし、かつ多様化する旅行者のニーズに即した観
光を提供するニューツーリズム＇エコツーリズム、スポーツツーリズ
ム、医療と連携した観光等（振興や、国際見本市や国際会議等の
MICE＇Meeting,Incentive,Convention,Exhibition/Event （ の
誘致・開催の推進を図る。 

• 地域の取組への評価等に応じた支援による戦略的な観光地域づく
り、テーマ性を持ったルートの構築促進、交通インフラの安全性・利
便性向上、コストの低減につながる移動手段の検討など、地域の
自然や文化等をいかした魅力ある観光地域づくりのための環境整
備を推進する。 

• ＇略（ 
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  → 先進自治体事例の把握と観光庁webサイトでの発信 

  → 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 
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             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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スポーツプランを提供している宿泊施設の一例（大阪） 

• ＫＫＲホテル大阪 ○大阪城ランナーズプラン 
  【ポイント】・ホテル特製の大阪散策・ジョギングマップをプレゼント  ・ハンドタオル＆バスタオル 2枚セットを部屋に用意 

         ・おいしい＋環境にいい 天然水                ・大阪城公園を一望できる12Ｆレストランでの朝食つき 

 
・  ラマダホテル大阪 ○走って泊まる！ランナーズプラン  
    【ポイント】・淀川の河川敷で心地よい季節の風とともに快適なランニングを満喫できる特典 

                ・ランナー特典・ラマダホテル大阪オリジナルランニングマップ 

                       ・スプレータイプ消炎鎮痛剤・日焼け止め・グラソービタミンウォーター＇1本（ 

 

・  グランヴィア大阪  ○ランニングスティ・＜大阪を走ろう＞ 
    【ポイント】ホテルとミズノが共同制作した、『オリジナルプリントＴシャツ』や『ランニングシューズ 無料レンタル』を用意 

                  ・『オリジナルランニングコースＭＡＰ』も提供 ミズノとがコラボレーションしたランニングプラン 

 

・  アパホテル肥後橋 ○ミズノランニング宿泊プラン 
      【ポイント】・ミズノとのタイアップキャンペーン企画「ランニングプラン」   中之島公園・靱公園などでランニング 

            ・フロントにて1.ミズノランニングシューズ、2.ランニングウェア半袖、半パン＇上下（をフロントにてレンタル 

             (料金)1.￥500、2.￥1,000、セットで￥1,500。個別のお申し込みも可能) 

            ・ランニングモデルコースも提案  早朝でも夕方でも気軽に利用可能 

            ・レンタルシューズのサイズ【23.5～28.0cm：男女共用】 
            ・レンタルウェアのサイズ 【S/M/L/XL：男女共用】  

 

                         ○オリックスとのタイアップでプロ野球観戦宿泊プラン 
      【ポイント】･アパホテルズ＆リゾーツとオリックスとのタイアップでプロ野球観戦宿泊プラン。 

             ・試合は京セラドームでのオリックス戦の観戦 

 
大阪府府民文化部 都市魅力創造局生涯スポーツ振興課 調べ 
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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
いう回答 

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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招致コンセプト基本構造 

海外スローガン 

“ Ｄiscover Tomorrow ” 

+ 
※特殊テーマ（放射能・電力・地震/津波・経済効果・復興支援） 

国内スローガン 

「今、ニッポンにはこの夢の力が必要だ。」 

「ロードマップ/レガシー」 
(「2020年の東京」&復興専門委員会&2020年以降のレガシーなど） 

「2020東京オリンピック・パラリンピック基本理念」 
（オリンピック憲章に基づいた根本理念） 

「大会ビジョン」 
（どんなオリンピック・パラリンピックにしたいのか？） 

招致成功に向け、対外向けに発信するコミュニケーションワード 
(ターゲットやメディアによって、訴求すべき情報を取捨） 

【国内世論獲得のための説得材料】 
国内向け招致メッセージ 

+ 
具体的ファクト（経済効果など） 

【IOC委員の票獲得のための説得材料】 
海外向け招致メッセージ 

+ 
海外向け訴求ポイント（大会ビジョンなど） 

・ダイメンション＇世界・アジア・日本・東京・一般市民（ 
・ジャンル＇環境・平和・復興・スポーツ振興・福祉（  

「招致の動機」 
   （なぜオリンピック・パラリンピックを招致したいのか？） 

オリンピック・パラリンピック招致において、招致に関わる全員が持っておくべき共通認識 
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招致の動機 
スポーツには、人々が元気や活力を持ち、子どもたちの健全な成長に寄与し、人間の尊厳に基づく平和の実現に貢献する力がある。こうしたスポー
ツの力を信じ、その最大の祭典であるオリンピック・パラリンピックを開催することこそが、今の東京そして日本には必要である。そのための絶好の機会
である2020年にオリンピック・パラリンピックを東京で開催したい。 
 

 
１. 復興の加速と世界への感謝 

・東日本大震災の復興のプロセスを通して、スポーツの力は我々に元気や活力を与えてくれた。これからの日本の真の復興のためにも、       
世界最大の祭典と言えるオリンピック・パラリンピックの力が必要。 
・大会開催を通じて、アジア近隣諸国及び、世界中の国々から寄せられた多大なる支援に対して、感謝の気持ちを示す。 
・様々な困難に直面している世界の人々へ、日本人がその価値を再認識した「絆」を共有することで、エールを送りたい。 
  平和な社会の実現に向けて、手をたずさえ、その実現に向けて貢献したい。 
 

2. テクノロジーとホスピタリティによる感動体験 
   ・世界中から訪れるアスリート、競技関係者、マスコミ関係者、観客など多くの来訪者を、食事や宿泊、輸送、安全対策などの万全の準備と、  

日本ならではの「おもてなし」の心をもって迎えたい。 
・伝統的日本文化のみならず、日本が持つ革新性や最先端の科学技術を体感してもらい、日本の存在感・素晴らしさを世界に示したい。 
 

3. 更なる東京の進化とその共有 
   ・国立競技場改築や防災機能向上など、現在進行している大規模な都市整備が完成する２０２０年こそが、オリンピック・パラリンピック招致の最  
    大のチャンスであり、過密化が進む東京における用地確保の観点から、最後のチャンスともいえるこの機会を活かしたい。 

・公共施設・交通機関・スポーツ施設などインフラのバリアフリー化のみならず、海外からの来訪者にとっても言葉の壁や偏見などがない     
都市へと進化し、全ての人にとって心のバリアフリーをも感じれられる国際都市・東京を実現したい。 
・環境に対する配慮や少子高齢化社会のあり方に至るまで、世界の成熟都市が等しくかかえる問題を解決に導く礎となる大会を開催したい。 
 

4. すべての人が享受できるスポーツ文化の構築 
   ・開催国となることで、日本スポーツ界の活性化と競技力の向上を図りたい。 

・様々な競技が注目を集めるこの絶好の機会を捉え、国民が多様なスポーツを身近に楽しむことができる豊かなスポーツ文化を発展させたい。 
・スポーツの祭典がもたらす数多の感動から、次世代を担う若者たちが夢や希望を見出し、活力溢れる社会を実現したい。 
・卓越・尊敬・友情といったオリンピックの価値を広く人々と共有し、日本のみならず世界中に普及させることに貢献したい。 
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大会ビジョン 
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およそ100年前のオリンピック・ムーブメントへの参加から、過去に日本で開催された大会がそうであったように、2020年オリンピック・パラリン
ピックにおいても、単なる大会成功にとどまることなく、オリンピック・ムーブメントの持続可能な発展と、日本および世界の発展に貢献できるよ
うな大会とする。 
 
１．アスリートが存分に力を発揮できる最高の大会  
・数々の国際的なスポーツ大会を成功させてきた豊富な経験に基づく盤石な運営体制により開催される大会。 
・世界に誇れる治安の良さと大震災の教訓を活かした防災対策の下、選手・関係者や観客にとって安全な大会。 
・その体制と安全の両面から、アスリートのパフォーマンスを最大限に引き出す舞台を用意でき、観客にとっては、その偉大さを                  
存分に楽しむことができる大会。 

 
２．世界の多くの国や選手の参加を支援し、国内外で一体感の共有が図られる大会 
・困難に直面した多くの人々を励まし勇気づけたスポーツの持つ力を、改めて世界の人々と共有する大会。 
・被災地を含めた国民全参加を目指した大会。 
・チケット価格の配慮、宿泊施設の充実など、海外からも観戦に訪れやすい環境づくりがなされた大会。 
・日本の優れた技術力を存分に活用し、世界のどこにいてもオリンピック・ムーブメントの臨場感の共有を目指した大会。 
・スポーツ発展途上国への支援・サポートなど、より多くの国や選手に参加する機会が用意された大会。 
・事前のPRや働きかけなどにより、すべての競技に多くの国や選手が参加でき、観客も多様なスポーツを楽しめるように工夫された大会。 

 
３．成長し続けるアジア市場をしっかりと取り込んだ大会 
・世界の人口の約半分が時差の少ない環境で観戦できる地理条件を活かし、人口が多く、尚且つスポーツ発展途上のアジア諸国を    
 中心に、オリンピズムの一層の普及に寄与する大会。 

 
４．世界の人々に日本や日本人の良さを感じてもらう大会 
・自国選手だけでなく、他国選手の素晴らしいパフォーマンスにも拍手を送れるような、世界一の観客が声援を送る大会。 
・世界の人々に日本の魅力をアピールし、共生社会の模範となることで、日本人自身が日本に誇りを持てるような大会。 

 
５．最新技術と若い創造力を結集した大会 
・世界最大級の動員数と日本の英知・最新技術を結集して作る新国立競技場に象徴される先進的な大会。 
・日本のユースカルチャーや、それをリードする若手クリエイターの感性を取り入れた創造力・革新性に満ちた大会。 

 
６．東京の都市としての魅力を最大限活用した大会 
・都市生活に溶け込み、選手と市民との距離が身近に感じられる大会。 
・食やサービスが世界トップククラスである東京を楽しめ、都心部の既存施設や仮設施設を有効活用したコンパクトで、               
環境負荷が少ない大会。                    
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2020東京オリンピック・パラリンピック基本理念 
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「2020東京オリンピック・パラリンピック」にこめられた五つの精神と五つの貢献（対内及び対外広報、啓発のポイント） 

1. 平和構築精神の共有と世界平和への貢献                                                                           
東日本大震災以来、日本が復興の過程で重視してきた社会的絆と頑張ろう精神は、内戦、地域紛
争、災害などによる破壊や損害からの再建と復興に携わる、世界の多くの人々に、インスピレーション
を与えるものであり、広い意味での平和構築への貢献となり得るものである。そうした日本精神とその
成果を世界と共有する機会こそ、オリンピック・パラリンピックである。                                                                 
 

2. 東京精神の共有と現代社会への貢献                                                                 
安全、安心、かつ環境にやさしく、それでいて極めて効率的な、いわば明日への先進都市の一つのモ
デルを提示することによって、未来型の都市の建設に貢献する。 
 

3. 2020年精神としての市民性の共有、オリンピック・パラリンピックの市民性への貢献                                                    
環境問題や交通問題など、住民の日常生活に配慮し、また、オリンピック・パラリンピック参加選手の
便利を最大限尊重した、コンパクトでクールな大会を実現することにより、オリンピック・パラリンピックの
新しいあり方を提示し、それを世界と共有する機会とする。 
 

4. スポーツ精神の共有とスポーツ振興への貢献                                                           
青少年、女性、高齢者、身障者を含め、全員参加型のオリンピック・パラリンピックを実現する事に
よって、スポーツの力を広く社会に役立たせるモメンタムを強化し、アジア、ひいては世界におけるス
ポーツの社会的役割の認識を高める。 
 

5. オリンピック精神の共有とオリンピック運動への貢献                                                            
平等、公正、フェアプレイなどオリンピック精神を広く人々が共有するための努力を強化する機会とし、
学校教育、社会教育などの場において、オリンピック精神の普及を行う重要な契機とする。 
 

-29- 



国内スローガン＆訴求メッセージ 

今、ニッポンには 
この夢の力が必要だ。 
  
  
オリンピック・パラリンピックは夢をくれる。 
夢は力をくれる。 
力は未来をつくる。 
私たちには今、この力が必要だ。 
ひとつになるために。 
強くなるために。 
ニッポンの強さを世界に伝えよう。 
それが世界の勇気になるはずだから。 
  
さあ、２０２０年 
オリンピック・パラリンピックを 
ニッポンに。 
  
  
来年９月７日、いよいよ開催都市決定！ 
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