
第１回スポーツ・ツーリズム推進連絡会議 
資料１ 

 スポーツ観光の推進について 

平成２２年５月１８日平成２２年５月１８日



◎背景（観光立国の意義等） 
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観光立国の意義 

１．国際観光の推進はわが国のソフトパワーを強化するもの１．国際観光の推進はわが国のソフトパワーを強化するもの１．国際観光の推進はわが国のソフトパワ を強化するもの１．国際観光の推進はわが国のソフトパワ を強化するもの
 諸外国との健全な関係の構築は国家的課題 
 国際観光を通じた草の根交流は、国家間の外交を補完・強化し、安全保障にも大きく貢献 
 中国、韓国からの訪日観光客数は大きく拡大 

年 訪 観光客数 中 韓 （ 成 年 全体 ％）   ・ 年間の訪日観光客数は中国101万人、韓国159万人（平成21年、両国で全体の38.2％）

２．観光は少子高齢化時代の経済活性化の切り札２．観光は少子高齢化時代の経済活性化の切り札  
 少子高齢化で成熟した社会には、観光振興＝交流人口の拡大、需要の創出による経済の活性化が有効 
 国内旅行消費額は23.6兆円。生産波及効果は51.4兆円で、これによる雇用効果は430万人（総就業者数の6.7%） 

  （※ともに平成20年度） 

 訪日外国人も今や無視できない消費活動の主体（平成20年度の訪日外国人旅行消費額→1.3兆円）訪 外国 今 無視 消費活動 体（平成 年度 訪 外国 旅行消費額 兆 ）

  

３．交流人口の拡大による地域の活性化３．交流人口の拡大による地域の活性化  
 地方においては地域振興策の新たなアプローチが必要。観光による交流人口の拡大は地域経済の起爆剤 
集客力のある個性豊かな地域づくりは 各地域の自主 自律の精神も促す 集客力のある個性豊かな地域づくりは、各地域の自主・自律の精神も促す

 
  

４．観光立国により国民の生活の質を向上４．観光立国により国民の生活の質を向上  
退職期を迎える団魂の世代は、新たな生きがいを模索。観光交流の拡大は、精神活動を含めて生活の質の充実に貢献 
観光立国の推進は、我が国の歴史的・文化的価値を再認識するプロセスであり、日本の魅力の再活性化にもつながるもの 
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～～  観光交流人口の拡大による日本の再生観光交流人口の拡大による日本の再生  ～～  

  



観光交流人口増大の経済効果（試算イメージ）   

定住人口＝１億２，８００万人 
定住人口１人減少分 

１人当り年間消費額＝１２４万円

減少 

１人当り年間消費額 １２４万円

拡大 
旅行消費額

外国人旅行者７人分 訪日外国人旅行１．３兆円 国民の旅行（海外分除く）２０．５兆円 

うち宿泊旅行 １５．６兆円 
うち日帰り旅行 ４ ９兆円

旅行消費額 

 

国内旅行者（宿泊）２４人分

又は 

国際交流人口 
（外国人旅行者） 

国内交流人口 
（国内旅行者） 

うち日帰り旅行 ４．９兆円 

 

国内旅行者（宿泊）２４人分 

又は ＋ 
７７７万人 

 

うち宿泊 ３億   １９０万人 
うち日帰り ３億 １，４５５万人

６億１，６４５万人 

※2008年度（08.4-09.3）実績 

国内旅行者（日帰り）７９人分 １人１回当り消費額 
１７万円 

うち日帰り ３億 １，４５５万人 
 
 
 

１人１回当り消費額 
うち宿泊 ５万２千円 
うち日帰り １万６千円 

定住人口は平成１７年国勢調査（総務省）、定住人口１人当り年間消費額は平成２０年家計調査（総務省）による。 
旅行消費額は旅行・観光消費動向調査（２００８年度） 、国際交流人口はＪＮＴＯ（２００８年度）、国内交流人口及び１人１回当り消費額（国内・外国人）は両調査を用いた試算。 
定住人口1人減少分に相当する旅行者人数は、定住人口１人当り年間消費額を交流人口１人１回当り消費額で除したもの。 （※国土交通省観光庁資料より転用） 
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旅行消費額（平成20年度：23.6兆円）の他産業等との比較 

○国内における旅行消費額（平成20年度：23 6兆円）の規模について 他産業と比較すると 金○国内における旅行消費額（平成20年度：23.6兆円）の規模について、他産業と比較すると、金
属製品（22.1兆円）、物流業（23.4兆円）とほぼ同程度。 

○企業の売上高と比較すると、三菱商事（平成20年度：22.4兆円）、トヨタ自動車（平成20年度
20 5兆円）等を超える水準にある20.5兆円）等を超える水準にある。

旅行消費額旅行消費額 
23.6兆円 

 業種別売上高 企業別売上高 

 
 

 
 
 

金属製品 
22.1兆円 

物流業※ 

23.4兆円 

トヨタ自動車 三菱商事
 
 

 
 
 

鉄鋼業 
22.5兆円 

石油・石炭 
20.8兆円 

トヨタ自動車
20.5兆円 

三菱商事
22.4兆円 

 
※各企業の21年3月期決算（連結）を基に作成。 

 
※財務省「平成20年度法人企業統計」による。 
※物流業は、平成１８年度（一部例外、推計値を使用）データ。 
  国土交通省政策統括官付作成資料による。  
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我が国の観光ＧＤＰ 

海外旅行(国内分) 
1.7兆円

訪日外国人旅行 
1.3兆円 
(5.7%)

宿泊旅行 
15.6兆円

 
1.7兆円
(7.2%) 

( ) 15.6兆円
(66.2%) 

 
 

上記による雇用効果(直接)：220万人 

産業連関分析 

日帰り旅行 
4.9兆円(20.9%) 

※観光庁「平成２０年度旅行・観光産業の経済効果に関する調査研究」による 

※２００５年産業連関表（総務省）を使用。 

2-2

＜観光ＧＤＰがＧＤＰに占める割合＞

24 

＜観光ＧＤＰがＧＤＰに占める割合＞

TSA(Tourism Satellite Account)とは、国民経済計算(SNA)のサブシステムであり、
UNWTOが提唱する観光経済の計測手法の国際基準（観光版国民経済計算）UNWTOが提唱する観光経済の計測手法の国際基準（観光版国民経済計算）。 

TSAに準拠することで観光GDPの国際比較が可能。現在、定期・不定期にTSAを発表し
ている国・地域は75程度。 

ＴＳＡと産業連関分析の数値の差は、対象とする品目の違いによる。 
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１月24日 第１回観光立国懇談会（総理大臣主催）を開催

観光行政をめぐる最近の動き 

平成15年 １月24日 第１回観光立国懇談会（総理大臣主催）を開催 
１月31日 小泉総理が施政方針演説で「2010年に訪日外国人旅行者を倍増の1,000万人に」と発言 
４月１日 ビジット・ジャパン・キャンペーン開始 
４月24日 観光立国懇談会が報告書を取りまとめ 

平成15年 
 
 
 

 

12月13日 議員立法により観光立国推進基本法が成立（全会一致） 
 

６月29日 観光立国推進基本計画を閣議決定 
 

月25 観光庁 設置に係る「国土交通省設置法等 部を改 する法律 が成立

 

平成18年 
 

平成19年 
 

成20年 ４月25日 観光庁の設置に係る「国土交通省設置法等の一部を改正する法律」が成立
５月16日「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」が成立 
10月１日 観光庁設置 
 

３月13日 観光立国推進戦略会議が「訪日外国人2 000万人時代の実現へ」をとりまとめ

平成20年 
 
 
 

平成21年 ３月13日 観光立国推進戦略会議が「訪日外国人2,000万人時代の実現へ」をとりまとめ
６月23日 経済財政の基本方針2009を閣議決定。「世界に誇る観光大国実現（2020年までに訪日外国人旅行

者数を2000万人へ）」並びに「休暇の取得・分散化の促進」について記載 
７月１日 中国個人観光ビザ発給開始 
10月15日 訪日外国人旅行者数について「2013年までに1 500万人 2016年までに2 000万人 2019年までに

平成21年 
 
 
 

10月15日 訪日外国人旅行者数について「2013年までに1,500万人、2016年までに2,000万人、2019年までに
2,500万人、将来的には3,000万人」とする新たな目標を設定（平成22年度予算概算要求にて） 

10月26日 第１回「国土交通省成長戦略会議」を開催 
12月９日 第１回「観光立国推進本部」を開催 
12月30日 新成長戦略（基本方針）を閣議決定 「観光立国・地域活性化戦略」が６つの戦略分野の一つに

 
 
 
 

12月30日 新成長戦略（基本方針）を閣議決定。「観光立国・地域活性化戦略」が６つの戦略分野の つに
選定される。 

 

１月29日 鳩山総理が施政方針演説で「アジアの方々を中心に、もっと多くの外国人の皆さんに日本を訪問
していただくことは、経済成長のみならず、幅広い文化交流や友好関係の土台を築くためにも重

 
 
 

平成22年 
し ただく は、経済成長 みならず、幅広 文化交流や友好関係 台を築くため も重
要です。日本の魅力を磨き上げ、訪日外国人を2020年までに2,500万人、さらに3,000万人まで増
やすことを目標に、総合的な観光政策を推進します。」と発言 
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新成長戦略（基本方針） 

新成長戦略（基本方針）～輝きのある日本へ～ （２００９年１２月３０日 閣議決定） にて、 

観光立国・地域活性化戦略が６つの戦略分野の一つに選定される。 

～観光立国の推進～ 
 

【2020 年までの目標】 
 
 
 
 
 

『訪日外国人を2020 年初めまでに2,500 万人、将来的には3,000 万人。2,500 万人による経済波及効果約10 兆円、新規雇用56 万人』 
【主な施策】 
● 訪日観光査証の取得容易化 
● 休暇取得の分散化など「ローカル・ホリデー制度」（仮称）の検討 

（観光は少子高齢化時代の地域活性化の切り札）

我が国は、自然、文化遺産、多様な地域性等豊富な観光資源を有しており、観光のポテンシャルは極めて高い。例えば、南国の台湾の人々は雪
を見に北海道を訪ね、欧州の人々は伝統文化からポップカルチャーまで日本の文化面に関心を持ち、朝の築地市場など生活文化への関心も高く
なっている。このように、日本を訪れる外国人の間では、国によって訪れる場所や楽しむ内容に大きな相違があるが、その多様性を受け入れるだ
けの観光資源を地方都市は有している。また、日本全国には、エコツーリズム、グリーンツーリズム、産業観光など観光資源が豊富にあり、外国人けの観光資源を地方都市は有している。また、日本全国には、エコツ リズム、グリ ンツ リズム、産業観光など観光資源が豊富にあり、外国人
のみならず、日本人にとっても魅力的な観光メニューを提供することができる。公的支出による地域活性化を期待することが難しい現在、人口減
少・急激な少子高齢化に悩む地方都市にとって、観光による国内外の交流人口の拡大や我が国独自の文化財・伝統芸能等の文化遺産の活用は、
地域経済の活性化や雇用機会の増大の切り札である。 
 
（訪日外国人を2020 年初めまでに2 500 万人に）（訪日外国人を2020 年初めまでに2,500 万人に）
急速に経済成長するアジア、特に中国は、観光需要の拡大の可能性に満ちている。例えば、中国から日本を訪問している旅行者数は年間約100 
万人、15日本から中国を訪問している旅行者数は年間約340 万人（いずれも2008 年ベース）と大きな開きがある。人口増加や経済成長のスピー

ドを考えれば、中国を含めたアジアからの観光客をどう取り込むかが大きな課題である。今後、アジアからの訪日観光客を始めとした各国からの
訪日外国人の増加に向けて、訪日観光査証の取得容易化、魅力ある観光地づくり、留学環境の整備、広報活動等を図ることにより、訪日外国人
を2020 年初めまでに2,500 万人、将来的には3,000 万人まで伸ばす。また、観光立国にとって不可欠な要素として、交通アクセスの改善と合わ
せて安全・安心なまちづくりを進める必要がある。 
 
（休暇取得の分散化等） 
国内旅行は約20 兆円規模の市場である。しかしながら、休日が集中しているため繁閑の差が大きく、需要がゴールデンウィークや年末年始の一国内旅行は約20 兆円規模の市場である。しかしながら、休日が集中しているため繁閑の差が大きく、需要が ルデンウィ クや年末年始の
定期間に集中する結果、顕在化しない内需が多いと言われている。このため、休暇取得の分散化など「ローカル・ホリデー制度」（仮称）の検討や
国際競争力の高い魅力ある観光地づくり等を通じた国内の観光需要の顕在化等の総合的な観光政策を推進し、地域を支える観光産業を育て、
新しい雇用と需要を生み出す。 
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訪日外国人3,000万人プログラムについて 

３期ローリングプランで2,500万人(2019年)
2010年から2019年までの３年３期で訪日外客2,500万人を達成。  
各期(３年)においてローリングプランを用い、期毎の目標管理・ＰＤＣＡを徹底。

期 リ グ ラ , ( 年)

期( ) 、期 標

予算増・前倒し投入、体制刷新 
これまでの目標の大幅な前倒し達成（第１期目標（2013年訪日外客1,500万人）、第２
期目標（2016年訪日外客2,000万人））。 
このため 特に今後の伸びが期待される東アジア4市場（韓国 中国 台湾 香港）に集このため、特に今後の伸びが期待される東アジア4市場（韓国、中国、台湾、香港）に集
中投資。 

ゴ ズ ジ

2010年度より海外プロモーション用 
新ロゴ・キャッチフレーズとして

新ロゴ・キャッチフレーズ、イメージキャラクター

新ロゴ・キャッチフレーズとして、
「Japan Endless Discovery」（コンセプト： 
「尽きることのない感動に出会える国、日本」）を導入するとともに、日本の顔として「観
光立国ナビゲ タ 」に人気アイドルグル プ「嵐」を起用！光立国ナビゲーター」に人気アイドルグループ「嵐」を起用！
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訪日外国人3,000万人へのロードマップ～3期ローリングプランで2,500万人（2019年）～ 

世界経済や為替が安定していること、戦争や疾病の流行が発生しないこと等を前提とする。 

英国(6位) 
3,019 平均伸び率8% 

の成長目標

ドイツ(9位)

平均伸び率10.5% 
の成長目標 

成長目標

第３期 

ドイツ(9位)
2,487 平均伸び率14.5% 

の成長目標 

第１期 

第２期 

1 000万人の

タイ(18位) 
1,433 

ビジット・ジャパン・
キャンペーン開始 

1,000万人の
確実な達成 

第1期目標 
1 500万人

第2期目標 
2 000万人

第3期目標 
2 500万人1,500万人 2,000万人 2,500万人

（平成15年） （平成18年） （平成20年） （平成22年） （平成25年） （平成2８年） （平成3１年） 
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訪日旅行促進事業（ビジット・ジャパン事業）の取組み 

２０１３年までに訪日外国人旅行者数を１，５００万人にするとの訪日外国人旅行者３０００万人プログラム第1
期目標に向け、重点市場を対象に、我が国の観光魅力を発信するとともに、日本への魅力的な旅行商品の
造成等を支援する訪日旅行促進事業を官民一体で推進。 

重点市場 ドイツ 
韓国

ロシア 

 訪日旅行者数の多い１２の国・地域に今後大きな伸び
が期待できる３市場（インド、ロシア、マレーシア）を追
加し、全１５市場でプロモーションを展開。

重点市場

米国 

カナダ 

豪州 

英国 中国 

台湾 

韓国

インド加し、全１５市場でプロモ ションを展開。
※この中でも特に東アジア4市場（韓国、中国、台湾、香港）を

重点プロモーション対象市場とする。 

認知度向上事業 誘客事業

フランス 
香港 

タイ 

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ 

インド

ﾏﾚｰｼｱ 

我が国の観光魅力を発信するための事業 
 ○海外メディアの日本への招請、取材支援 

○海外のＴＶＣＭ等による広告宣伝

認知度向上事業 
魅力的な訪日旅行商品の造成・販売支援や、 
青少年交流の拡大に向けた事業 
○海外旅行会社 日本 招請 商談会 実施

誘客事業

 ○海外のＴＶＣＭ等による広告宣伝
 ○ＷＥＢサイトによる情報発信 
 ○海外の旅行博覧会等への日本ブース出展 

○海外旅行会社の日本への招請、商談会の実施
○訪日旅行商品の共同広告 
○訪日教育旅行の誘致 

フランス・日仏観光交流年バス車体広告 
（２００８年3月） 

香港・メディア招請事業 
（仙台・２００８年８月） 

シンガポール・訪日教育旅行セミナー 
（２００８年８月） 

＊上記の事業を地域と共同で実施する場合には、国は総費用の１／２を上限に地域（自治体・民間等）と連携。 

（ビジット・ジャパン・キャンペーン地方連携事業） 

大規模商談会・YŌKOSO！JAPAN 
トラベルマート（２００８年１０月） 
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観光立国の推進体制 

国土交通省 成長戦略会議 ○ 国土交通大臣が主催する有識者会議 「観光立国の推進」

観光庁 
（観光地づくり、日本の観光魅力の発信、観光産業の振興 等） 

国土交通省 成長戦略会議 ○ 国土交通大臣が主催する有識者会議。「観光立国の推進」
を含む国土交通行政の課題について検討。 

ＪＮＴＯ（日本政府観光局） （海外での観光宣伝 等） 

地方運輸局 

（出入国審査体制の充実 等） 民間・地方公共団体との協力 

○ 国土交通大臣が主宰し、全府省の副大臣等で構成。 

法務省 

観光立国推進本部 

（在外公館を通じた広報、査証の見直し、国際交流 等） 

（文化財の保全・活用 文化・スポーツの振興 留学生交流 教育旅行 等）

(社)日本旅行業協会 
（ＪＡＴＡ） 地方公共団体 

外務省 

文部科学省 （文化財の保全 活用、文化 スポ ツの振興、留学生交流、教育旅行 等）

（勤労者の休暇の取得促進、旅館施設の環境衛生管理 等） 

（都市と農山漁村の共生 対流 農山漁村の社会資本整備 等）

日本経済団体連合会 
観光委員会 

(社)全国旅行業協会 
（ＡＮＴＡ） 

文部科学省

厚生労働省 

農林水産省 （都市と農山漁村の共生・対流、農山漁村の社会資本整備 等） 

（サービス産業の創出、コンテンツ産業の育成、産業観光 等） 

立 世 自然遺産 保全 ズ 等

日本商工会議所 
観光専門委員会 

(社)日本ツーリズム産業

(社)日本観光協会（日観協） 

その他団体（ホテル 旅館等）

農林水産省

経済産業省 

環境省 （国立公園、世界自然遺産の保全、エコツーリズム 等）
(社)日本ツ リズム産業

団体連合会（ＴＩＪ） 
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その他団体（ホテル・旅館等） 

その他 

環境省



観光立国推進本部の設置について 

趣旨 
 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 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。 

構成員 

【本部長】 前原国土交通大臣   【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】 辻元国土交通副大臣 【事務局次長】 藤本国土交通大臣政務官 

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

検討内容 
 ニューツーリズム、医療観光、産業観光等
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。 

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

い 関係省庁間 検討 調整を行う 
 
【座長】 辻元国土交通副大臣 
【事務局長】 藤本国土交通大臣政務官 
【メンバー】 松井内閣官房副長官

 
【座長】 辻元国土交通副大臣 
【事務局長】 藤本国土交通大臣政務官 
【メンバー】 松井内閣官房副長官 

ついて、関係省庁間で検討・調整を行う。 
 
【座長】 辻元国土交通副大臣 
【事務局長】 藤本国土交通大臣政務官 
【メンバー】 松井内閣官房副長官

 階総務大臣政務官 
 加藤法務副大臣 
 福山外務副大臣 
 大串財務大臣政務官 

長浜厚生労働副大臣

 津村内閣府政務官 
 渡辺総務副大臣 
 福山外務副大臣
 中川文部科学副大臣 

足立厚生労働大臣政務官

 津村内閣府政務官 
 階総務大臣政務官 
 高井文部科学大臣政務官 
 細川厚生労働副大臣 

高橋経済産業大臣政務官 長浜厚生労働副大臣
 片桐警察庁次長 

足立厚生労働大臣政務官
 舟山農林水産大臣政務官 
 松下経済産業副大臣 
 田島環境副大臣 

高橋経済産業大臣政務官 
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観光立国推進基本計 （平成 9年6月 閣議決定）に

観光連携コンソーシアムについて 

エ ツ リズム
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 ル プロスポーツ観戦やマラソン ウォーキング

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 

新しい観光連携分野 

＜定義＞ ＜例＞ 

計画期間

エコツーリズム

グリーン・ 
ツーリズム

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

スポーツ観光 
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 

計画期間ツ リズム 

文化観光 

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 

医療観光 
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 

産業観光 
歴史的・文化的価値のある工場等やその遺構、
機械器具、 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 

 ファッション・食・ 
映画・アニメ等 

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

ヘルスツーリズム 
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 

×観光 訪問等

その他 
フラワーツーリズム 
長期滞在型観光 等 

各府省連携による総合的な振興方策を検討 -13- 



平成２２年度観光庁関係予算総括表 

（単位：百万円） 

（注）端数処理のため計数が合わない場合がある。 -14- 



◎スポーツ観光について 
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スポーツ観光推進の趣旨 
 

我が 豊富な ポ 資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” 世代を超えて人気を集める “するスポーツ” 
 
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 

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 

観光での内需拡大が急がれる今、これら魅力あるスポーツ資源を最大限に活用
し インバウンド拡大 国内観光振興 そして地域活性化の「起爆剤」に！！

 ①観光客         → 周辺地でのスポーツ観戦やスポーツイベントへの参加 
 ②スポーツ観戦客・参加者 → 周辺地観光 

ポ 進 域 家

し、インバウンド拡大、国内観光振興、そして地域活性化の「起爆剤」に！！ 

という「観光」「スポーツ」の相互乗入れの促進 →地域間、国家間の交流人口の拡大 
 
 観光庁は、関係府省・関係団体と密接に連携協力し、スポーツ観光を総合的に振興。 
  
 （例えば、温泉旅行にサッカー観戦やトレイルランが加わることで旅の充実感が増した 
  り、野球観戦やスキーの前後に地元観光も楽しんで文化的欲求が満たされることも） 
 
 様々な潜在需要の喚起＆関連産業への多大な波及効果 →地域と我が国経済の活性化 
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スポーツ観光のイメージと効果 
 

“観るスポ ツ” “するスポ ツ”だけでなく “支えるスポ ツ”を加えた３分類“観るスポーツ”、“するスポーツ”だけでなく、“支えるスポーツ”を加えた３分類

Ⅰ 「観るスポーツ」と観光Ⅰ 「観るスポーツ」と観光
 アウェーの野球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
野球観戦も加えることで、旅そのものの充実のほか、プロ野球の振興、そして地域活性化
を目指すを目指す。

Ⅱ 「するスポ ツ」と観光Ⅱ 「するスポーツ」と観光
 市民マラソン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 ツ施設の有効利用 スポ ツ用品・ファッションの需要喚起 そして地域活性化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。 

Ⅲ 「支えるスポーツ」と観光 
 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 ツ合宿）の誘致により 交流人口の拡大 地域活性の国際競技大会・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。 
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ＶＪＣ地方連携事業におけるスポーツ観光の事例（北海道） 
 

Ｓｋｉｉｎｇ Ｊａｐａｎ Ｈｏｋｋａｉｄｏ 事業 Ｓｋｉｉｎｇ Ｊａｐａｎ Ｈｏｋｋａｉｄｏ 事業

オーストラリアにおけるスキー・デスティネーションとしての人気の高まりを、他の市場へも波及させることを
めざし、官民の関係者が一体となって世界に売り込むことにより、スキー・デスティネーションとしての北海
道ブラ ドを確立する とで誘客促進に なげ 道内の キ 場全体の活性化を図る

事業概要 
道ブランドを確立することで誘客促進につなげ、道内のスキー場全体の活性化を図る。

○英国の「スキー」市場の新規開拓。 

○北海道スキーのポータルウェブサイトを地元と連携して構築し、世界へ発信。              

ポイント 

○海外のスキー博等への出展に際し、京都と連携して日本伝統文化の情報発信を合わせて実施し、「スキー」＋「歴史・
伝統」という旅行パターンを創出。 

○VJCのプロモーション事業にあわせ、地域でも独自に外客受入体制を充実させ、満足度を向上。 

○誘客事業 
 ・旅行会社招請  
・セミナー、商談会の開催   

平成１９年度の具体的な事業 ○認知度向上事業 
 ・海外スキー旅行博への出展 ・メディア招請事業  
 ・共通ツール・WEBの作成   

ポータルサイトの開設  英国でのプロモーション 

Ｖ
Ｊ
Ｃ
に
よ
る

地
域
の
外

・スキーコース案内板等の多言語
標記 

・観光案内所の多言語化 

・分かりやすいアドレス 

・道内１１カ所のスキー場 

・英語・韓国語で開設 

運輸局が調整し実現 

る
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン 

+ 
外
客
受
入
体
制 

・富良野と旭川、ニセコ、それぞれ
スキー場間を結ぶ連絡バスを運
行。 

・スキー場の地域と市街の飲食店
街を結ぶシャトルバス等の2次交

事業の
成果

 【外国人宿泊客（主要スキー場系列）】  （北海道索道協会調べ）  
     06/07ｼｰｽﾞﾝ ５５，２０７人 → 07/08ｼｰｽﾞﾝ ８２，６７２人 （１４９．７％） 
 【主な道内スキー場を有するニセコ町、留寿都村、倶知安町、富良野市へのイギリス人宿泊客計】（北海道観光入込客数調査報告書より）

Japan(Hokkaido)ブース 英国メトロスキー旅行博 
街を結ぶシャトルバス等の2次交
通の整備（富良野・ニセコ） 

成果 
   2006年度 １，２２０人 → ２００７年度 ３，５４６人（１９０.７％） 
 【スキーで行ってみたい国ランキング】 （英国メトロｽｷｰ旅行博主催者調べ）  
     日本  2005年開催時 ランク外 → 2007年開催時 8位        
 ○こうしたプロモーション活動を実施し、関係者の連携を更に深めるべく、スキー関係者の横断的組織の設立につなげた。 
 （平成２０年４月２５日、北海道スキープロモーション協議会 設立） -18- 



オーストラリア・スキー観光客誘致推進事業

ＶＪＣ地方連携事業におけるスポーツ観光の事例（北陸信越） 

豪州スキー客は年々拡大傾向にあることから、さらなる誘客拡大をめざして豪州現地でのスキー博に出
展するなどによりPRを強化し、これまでの白馬・志賀高原・妙高高原３地区に野沢温泉地区を加えるこ
とにより 豪州スキ ヤ の選択肢を増やしてリピ タ の確保に努めるなどの取り組みを展開

オ ストラリア スキ 観光客誘致推進事業

事業概要 

とにより、豪州スキーヤーの選択肢を増やしてリピーターの確保に努めるなどの取り組みを展開。 
ポイント 

白馬 

妙高高原 

野沢温泉 
○平成１８年、北陸信越運輸局が、白馬におけるオーストラリアからのス

志賀高原 

○平成１８年、北陸信越運輸局が、白馬におけるオ ストラリアからのス
キー客増加を踏まえ、志賀高原、さらに県境を越えて妙高高原のスキー関
係者による連携の枠組みの構築を働きかけ、平成１９年には、野沢温泉が
このアライアンスに参加しオーストラリア向けに広域的なプロモーション事
業を展開。 

パンフレット 
業を展開。

○豪州現地で開催されるウィンタースポーツトラベルエキスポに出展すると
ともに、現地旅行会社へのセールス活動を実施。  
○スキー専門誌等への広告を実施するなど、認知度の向上を目指す。 

事業の成果 

相乗効 各地 キ 客が増加

現地旅行博出展 現地雑誌への広告 

相乗効果により各地でオーストラリア人スキー客が増加
 【ｵｰｽﾄﾗﾘｱ人延宿泊者数】 
 白馬   ：Ｈ17/18シーズン 6,076人→Ｈ19/20シーズン 12,049人（98.3%増）→Ｈ20/21シーズン 15,088人（25.2%増) 
 志賀高原：Ｈ18/19シーズン 3,832人→Ｈ19/20シーズン   5,105人（33.2%増）→Ｈ20/21シーズン   7,578人(48.4%増) 

妙高高原 シ ズ 人 シ ズ 人（ 増） シ ズ 人 増

PRパンフレット 

 妙高高原：Ｈ18/19シーズン    344人→Ｈ19/20シーズン     573人（66.6%増）→Ｈ20/21シーズン  4,584人(700.0%増) 
 野沢温泉：                   Ｈ19/20シーズン  2,276人         →Ｈ20/21シーズン  4,769人（109.5%増)  
                             （志賀・妙高についてはH18/19シーズンから、野沢温泉はH19/20シーズンから統計開始） 

-19- 



スポーツ観光における取組み状況 （平成２２年５月現在） 
 
【全般】 
●スポ ツ観光ポ タルサイト「スポ ツ ナビ」による情報発信●スポーツ観光ポータルサイト「スポ・ツー・ナビ」による情報発信
●スポーツ・ツーリズム推進連絡会議の立ち上げ 
●福岡における地域一体型のスポーツ観光交流タウンとして、インバウンド拡大・地域活性化戦略を検討 
●沖縄を東アジア最高のスポーツ・ツーリズム・アイランドとして発展させるべく、大規模かつ継続的な各種取組みを検討 
●スポーツ観光関連税制の創設に向けた検討 
 
【スポーツ別の連携】 
●スキー 
 スキー伝来100周年委員会とインバウンド拡大策を中心に検討を進めていく。５／１９に簡単な勉強会を予定。 
●アイスホッケー●アイスホッケ
 3月に韓国で開催されたアジアリーグアイスホッケーのプレーオフ準決勝及び決勝の会場で観光案内ブースを設置しての観光プロモーション
及び、日本への応援ツアー及び周辺観光等に関する韓国人来場者へのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ調査を実施 
●野球 
 ２／２８の福岡ソフトバンクホークス×釜山ロッテジャイアンツ戦での訪日観光プロモーションの実施 

オ ルスタ 日本シリ ズでのスポ ツ観光ＰＲ活動や ＮＰＢサイトの多言語化 １２球団勉強会等を検討 オールスター・日本シリーズでのスポーツ観光ＰＲ活動や、ＮＰＢサイトの多言語化、１２球団勉強会等を検討
●ラグビー 
 ２０１９年のワールドカップにおける外国人及び国内観光客増加に向けた取り組みで連携 
●モータースポーツ 
 鈴鹿Ｆ１協議会（５／１８に第１回を予定）にオブザーバー参加し、Ｆ１日本ＧＰを核としたインバウンド拡大・地域活性化戦略を展開。 
 ６月９～１３日のルマン２４において訪日観光プロモーションを展開予定。今後のアジアンルマンによるインバウンド拡大を見据えた連携
策として検討。 
●柔道 
 ９月の世界柔道2010によるインバウンド拡大を見据えた連携策と講道館を核とした旅行商品造成を検討 
●バレー●バレ  
 女子バレー世界選手権2010において海外からの観戦を促進するためのプロモーション及び海外への訪日プロモーションをＶＪＣ事業と連
携して展開予定 
●サッカー 
 ２０２２ワールドカップ招致に向けたとりくみで連携。 
●フィ ルドホッケ●フィールドホッケー
  ２０１２ロンドンオリンピック男子ホッケー予選大会誘致に向けて観光庁長官推薦状を交付 
●Ｄｏスポーツ 
 サイクリング、トライアスロン、マラソン、ウォーキングといった世代を超えて人気を集める参加型スポーツ大会の積極的な後援・支援 
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スポーツ観光推進の経緯 

平成２２年 
 
１月１４日 観光立国推進本部（本部長：国土交通大臣）の第１回観光連携コンソーシアム１月１４日 観光立国推進本部（本部長：国土交通大臣）の第１回観光連携コンソ シアム

において、ニューツーリズムの一つとして初めて、「スポーツ観光」が挙げら
れる。 

 
１月２７日 観光庁長官定例記者会見において「『観光立国』に向けたスポーツ観光の推

進」について発表され、各スポーツ団体との連携による「スポーツ観光」の普
及・活性化の方向性が示される。

 
２月１６日 第２回観光連携コンソーシアムが「スポーツ観光」をテーマとして開催され、

有識者である日本サッカー協会の川渕名誉会長、（株）ジェイティービー旅行
マーケティング戦略部の加藤部長両氏からのヒアリングや関係府省連携策案に
基づく議論が活発に行われる。 

 
観光庁 官定例 者会 お 「 ポ 観光 推進 第 弾が発表され２月２６日 観光庁長官定例記者会見において「スポーツ観光の推進」の第２弾が発表され、
スポーツ・ツーリズム推進連絡会議の立ち上げを含めた、１３の具体的連携策
が発表される。 

 
５月１８日 第１回スポーツ・ツーリズム推進連絡会議開催。 
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スポーツ観光推進各省庁連携メニュー案 （第２回観光連携コンソーシアム資料） 

○我が国スポーツ資源の海外発信とアクセス向上 

  スポーツ情報の発信やチケット手配、観戦プログラムの充実等により、海外、
特に東アジアからのスポーツ観戦旅行客の増加を目指す。 

○スポーツ施設の魅力化     

 球場等の外国人受入体制の充実や個性化・魅力化により、施設そ
のものを観光資源化し、国内外の観戦客と観光客の増加を目指す。 

（例）・各プロリーグサイトやスポーツメディアサイトの多言語化 
     ・海外からのチケット手配の改善（情報の多言語化､ネット決済の円滑化） 
     ・toto（スポーツ振興くじ）を楽しめる環境の整備（購入箇所拡大等） 
     ・武道や相撲など伝統スポーツの観戦・体験プログラムの提供 
     ・競馬など公営競技の観戦プログラムの提供 

アジア市場を意識したプ リ グ チ ムづくり

（例）・施設内外のアクセス表示や試合案内の多言語化 
     ・ミュージアムやショッピングモールなどの併設 
     ・トイレなどのアメニティ向上と更なるバリアフリー化 
     ・観客席の工夫など等観戦スタイル多様化への対応 

 
     ・アジア市場を意識したプロリーグ・チームづくり

 

○レジャースポーツ観光のアジア市場への販売促進 ○ワールドカップ・オリンピック等の 

 中国などで近年、スキーやゴルフ、マラソン、マリンスポーツなどの人気
が高まっていることから、我が国の良質かつ豊富なスキー場、ゴルフ場など
の資源を最大限活用し、外国人旅行客の増加を目指す。 

 （例）・スキーやゴルフ、マラソンなどと組み合わせた旅行プランの提供 

ャ 観 市場 販売促進

  これまで別々に行われていた国際競技大会の招致と訪日観光プロ
モーションを連動して一体的に行うことで、大会招致と訪日観光誘客
双方の成功を期す。 

（例） 訪 観光プ 事業を 招致 動支援

国際競技大会やキャンプ（合宿）の日本誘致 

（例）・訪日観光プロモーション事業を活用した招致活動支援 
   ・招致活動の場を活用した訪日観光プロモーション 

○スポーツ観光まちづくり 

  プロ野球やＪリーグの本拠地、あるいは市民マラソン開催地などでスポーツを核としたまち
づくりを進め、観戦者への地元飲食割引クーポンの付与や選手との交流プログラムの提供、マ
ラソン大会の参加者拡大のための地元関係者の協力などにより、地域の活性化、周辺地域への
観光客の増加を目指す。 

（例）・プロチームとの「観戦＆観光」共同キャンペーンによる機運醸成（例）・プロチームとの「観戦＆観光」共同キャンペーンによる機運醸成
     ・アウェー観戦客への魅力ある旅行プランの提供 
       ・市民マラソン大会の活性化(時間制限の長時間化による高齢者等の参加拡大)  
         ・スポーツと観光相互の情報提供システムの構築 
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