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スポーツツーリズムの発展 

1. 経営財政運営と構造改革に関する基本方針2002 
  第2部 経済活性化戦略－６つの戦略 
   (4)産業発掘戦略 
     観光産業の活性化・休暇の長期連続化 
2. アジア・ゲートウェイ構想（2007） 
3. 観光立国推進基本法（2007） 
4. 観光庁（2008） 
5. 観光立国推進本部ＷＧでＳＴの提唱（2010） 
  2010・5 スポーツツーリズム推進連絡会議 
  2011・6 スポーツツーリズム推進基本方針策定 
 
  2012・4 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 



JSTAの活動 

■2012年 
 4月11日 一般社団法人としての設立登記完了 
 5月19日 設立総会・第１回理事会 
 5月21日 スポーツアコード参加（CSTA・NASCとの連携） 
 6月13日、27日、7月11日、24日 コアメンバー会議 
 8月22日 コアメンバー・委員長・副委員長合同会議  
 9月  3日 第2回理事会 
 11月16日 第1回スポーツツーリズムカンファレンス・商談会 
■2013年 
 3月14・15日 JSTAスポーツイベント会議（予定） 



・観光地域づくり委員会   

・旅行商品造成委員会  

・広報・情報発信委員会  

・施設魅力化・規制緩和 

  委員会 

・国際交流・大会等誘致 

  委員会  

・人材育成委員会 

スポーツツーリズム 
推進基本方針（2011） 
 
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 
② 国際競技大会の積極的な 
   招致・開催 
③ 旅行商品化と情報発信の推進 
④ スポーツツーリズム人材 
   の育成・活用 
⑤ JSTAの創設 

 



１．観光地域づくり委員会 

●全国各地で取組まれている「する」「みる」「ささえる」の 

STによる地域活性化の事例を研究し、地域資源の活用方 

法、スポーツコミッション等の受入体制のあり方、企業と地 

域の連携方法等についてのノウハウの共有化を行う 

 

１．スポーツツーリズム推進と地域づくり（９月６日） 

２．地域資源を活用したスポーツツーリズム振興（10月24日） 

３．プロスポーツによる地域活性化 

４．市民参加型スポーツによる地域活性化 

５．スポーツ合宿誘致による地域活性化 

 



２．旅行商品造成委員会 

●旅行商品を造成するにあたり、行政、宿泊施設、旅行会社等 

の課題を検証した上で、認知されていないスポーツ種目を含め 

たツアー造成に繋げていくことを主たるテーマする 

 

１．現状把握と課題整理（9月13日） 

２．旅行商品の可能性がある新たなスポーツのターゲティング
（10月19日） 

３．観光庁モニターツアー検証 

４．参加者目線から見た理想の商品造成とプロモーション活動 

５．１から４を踏まえたクロージングを設定し、他の委員会で議 

  論された内容を加味しながら柔軟に進めていくこととする 



３．広報・情報発信委員会 

STにおける効果的かつ効率的で、話題となるような広報およ 
び情報発信の手法を検討。具体的にはターゲットやメディア 
などマーケティング的視点から、情報発信のポイントを議論 
し、ノウハウを抽出する 
 
１．活動の方向性確認と広報・情報発信のロールプレイ（9月

21日） 
２．委員から事例を収集して情報共有（10月30日） 
３．事例の分析視点について議論 
４．分析結果の共有とスポーツツーリズムにおける広報・情 
  報発信のありかた協議 
５．第四回までの議論を踏まえたまとめについて議論・承認 



４．施設魅力化・規制緩和委員会 

●スポーツ関連施設を魅力あるものにするための具体的な方 

策とスポーツイベントや施設利用にあたっての規制緩和の検討 

 

１．問題点・課題の抽出と整理（8月31日） 

２．公的施設の魅力化：国土交通省の公園・景観課の専門 

  官（スタジアム関係）を招いての意見交換（調整中） 

３．民間施設の魅力化：東京ドーム関係者を招いての公的 

  施設との比較 

４．規制緩和について、行政関係者（網走市）及び弁護士 

  を交えての意見交換 

５．以上の結果の取りまとめ及び委員会としての方向性を示す 

 



５．国際交流・国際大会等誘致委員会 

●国際的なスポーツイベント情報の収集と招致可能なイベント 

の洗い出し、自治体とのマッチングの可能性、そして委員会 

に関連した以下のテーマに関する勉強を行う 

 

１．ラグビーワールドカップ・バレーボール（8月31日） 

２．スポーツコミッション 

３．スキー、ゴルフ 

４．スポーツアコード 

５．2020 年東京五輪招致 



６．人材育成委員会 

●STの推進を担う人材に必要な能力とその育成方法を検討し、 

人材養成システムを認定し、e-learning などの研修システムにつ 

いて構築を図る 

 

１．わが国の大学や専門学校等におけるST教育・研究の現状 

  （8月２９日） 

２．観光庁「スポーツ観光マイスター」「ランナーズインフォメーショ 

  ン研究所」などの著名なトップアスリートの育成と連携・協力
（調整中） 

３．STを担う人材の能力の検討 

４．人材育成方法の検討 

５．カリキュラムの具体化と実施にむけた準備 

 



高まる自治体の気運 

・三重県 地域連携部スポーツ推進局 

      「みえのスポーツ地域づくり推進事業」 

       JSTAより「スポーツコミッション推進事業」として調査チーム 

         を派遣（鈴鹿市・紀北町） 

・新潟市文化観光・スポーツ部スポーツ振興課・観光政 

  策課、新潟観光コンベンション協会がスポーツコミッ 

  ションの勉強会をスタート  

・岩手県 政策地域部 政策推進室 
         ・岩手日報 論説 「スポーツコミッション」 

         ・2014年第１８回アジアマスターズ陸上競技選手権 

         ・2016年岩手国体 
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高まる自治体の気運 

滋賀県 滋賀県東京事務所 
青森県 教育庁スポーツ健康課 
      地域スポーツコミッション創発セミナーの開催 
長崎県 国体・障害者スポーツ大会部 県民スポーツ課 
      スポーツ観光フォーラムの開催 
沖縄県 沖縄県文化観光スポーツ部スポーツ振興課 
      沖縄県スポーツツーリズム戦略推進事業 
 
その他：時事通信社・内外情勢調査会、全国市長会、航   
     空連合、うつのみや市政研究センター 
 



新しいスポーツと観光の推進組織 
の必要性 
  
  →スポーツコミッションの創設 



先進事例：さいたまスポーツコミッション 

■都市の活性化装置として、2011年10月に 
（社）さいたま国際観光協会内に設置 
■4名の専従スタッフ 
■多くのイベント誘致の成功 



SSCの役割 

 

イベント誘致機能 

 

観光連携機能 

 

広報・ＰＲ機能 

 

イベント運営 

支援機能 

 

企画・調整 

機能 

地域スポーツ振興機能 



新たな観光市場の創造 



ＳＳＣの活動 
 
●平成23年度は、21のイベント 
 に対する誘致・支援を行う 
●平成24年度（例） 
  ・大相撲さいたま場所 
  ・ＦＩＦＡ Ｕ－20女子Ｗ杯 
  ・既存イベントの広報・支援 
●ロッテルダムトップスポーツ 
  との提携 
●ツールドフランスの視察 



JASTのこれからの活動 
 



第１回スポーツツーリズムカンファレンス 



今後の事業展開 

●委員会活動の継続と戦略的事業の構築 

●スポーツコミッション設立に向けた継続的支援 

●国際的な活動 

 ・（公益法人）日本スポーツ振興センターとの連携 

    によるスポーツアコードへの共同出展 

    （チームジャパン） 

 ・海外国際会議への派遣と情報収集 

 ・会員自治体への国際イベント招致 

   の支援 

 



海外ST組織との提携 

■全米スポーツコミッション協会（NASC） 

 

 

■カナダ・スポーツツーリズム・アライアンス     

                    （CSTA) 

 

■ロッテルダム・トップスポーツ 

・Report on economic industry 
・Report on the sports travel industry 
・Sport tourism: a state of the industry report 

http://www.rotterdamtopsport.com/index.php
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今後の事業展開 

●スポーツツーリズム賞の授与 

  公益法人スポーツ健康産業団体連合会との共同事業 

●第１回スポーツイベント会議の開催 
   2013年 3月１４－１５日 （早稲田大学国際会議場） 

   NASC会長（ダン・シューマッハ氏）の招聘  

●地域における新しいスポーツのカタチの提案 
   アパホテル→妙高パインバレーの活性化 

   関電アメニックス→信濃大町との連携による「黒部ダ 

   ム周辺エリア」の活性化 

 


