
平成２２年度都道府県等観光主管課長会議 説明要点

（観光庁スポーツ観光推進室）

１．スポーツ観光の推進について

１）スポーツ観光の趣旨と考え方

我が国の豊富な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、地域活性化の起爆剤とする。

新成長戦略や観光大臣会合でも「スポーツ観光」が位置付けられており、国

家戦略として推進するこことなった。

２）スポーツ観光の推進にむけて

観光立国推進本部・観光連携コンソーシアムで取りまとめた５つの取り組

み目標に向けて「スポーツ・ツーリズム推進連絡会議」を設置し、「スポーツツ

ーリズム推進基本方針」を策定するため、様々な実証実験・調査を行った。

３）Ｈ２２年度補正予算による調査事業

スポーツを通した地域の魅力再発見と、日本の新しいスノーリゾートの形づ

くりのため、「国内スポーツ観光活性化調査事業」「冬季スポーツ観光イノベ

ーション調査事業」を実施。各地域が主体的に企画立案・調整したスポーツ観

光プランを、自治体・民間・協議会等から広く公募し、モニターツアーを行う。

４）Ｈ２３年度の主要取組

■スキー１００周年における冬季スポーツ観光振興

■モータースポーツを核とした地域活性化策

■ゴルフ資源を活用したインバウンド拡大

５）スポーツ観光の情報発信

スポーツ観光ロゴの積極的な活用や、スポーツ観光マイスター制度、ＷＥＢ

サイトの活用、マスコミや各競技団体との個別連携により、スポーツ観光の情

報を発信し、スポーツ観光の浸透を図る。

６）民間企業・他部署との連携

我が国の豊富な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、地域活性化の起爆剤とし、今後の持続的な取組みとするため、宿

泊施設やスポーツ施設、他部署との積極的な連携を期待します。
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スポーツ観光の趣旨 

我が国の豊富なスポーツ資源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 ポ ”

世代を超えて人気を集める 
“する ポ ”

地域や国が一体となって携わる 
“支えるスポ ツ”“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

“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

“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

入浴前の 汗としてテ 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。 
 

げ 国際競技大会 キャ （ ポ
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、

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 

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 

①観光客 周辺地でのスポ ツ観戦やスポ ツイベントへの参加

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 
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 ツ観光を総合的に振興観光庁は、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。
  
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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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＞＜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 ポ 連携 康産 推進 検 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＞＜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 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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スポーツ観光の推進に向けて 
 

   ◆我が国スポーツ資源の海外発信と商品化、海外からのアクセス向上 

   ◆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・オリピック等の国際競技大会や合宿・関係会議の日本誘致 国の取り組み目標国の取り組み目標  

   ◆スポーツ施設の観光魅力化、スポーツを核とした観光まちづくりの推進 

   ◆観光とスポーツを一体的に推進できる行政組織・官民アライアンスの構築 

 

 

【メンバー】 

関係省庁 プ ポ 団体 ポ 統括団体 ポ 競技団体 観光団体

スポーツ・ツーリズム推進連絡会議 

スピード感をもった調査検討と実証実験

海外調査の実施

平成22年5月18日発足 

＜当面＞ 

関係省庁、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、

観光関係企業、スポーツ関係企業 
 

【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

・海外調査の実施

中間的取りまとめの策定と予算要求等へ

の対応 
（２）スポ 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 

組織の枠組みを超えたスポーツツーリズ

ムに対する気運の醸成 

  スポーツ観光WEBサイトによる情報発信 
   各スポーツ競技団体HPとの相互乗り入れでスポーツ情報、周辺地域の観光情報等の提供を行う。 
 

  スポーツ競技団体との連携 
スポーツを観光情報発信のコンテンツとして活用すると共に 大会等への支援も通してスポーツ振興にも寄与し 相互の発展を促す

実 
行    スポ ツを観光情報発信のコンテンツとして活用すると共に、大会等への支援も通してスポ ツ振興にも寄与し、相互の発展を促す。 

 

  スポーツ観光マイスターによるＰＲ及び機運醸成 
   各スポーツ分野毎に発信力のある方を任命し、スポーツ観光の魅力ＰＲ及び機運醸成を図る。 

行 
中 
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スポーツ・ツーリズム推進連絡会議とは 

■設立趣旨■ ■設立趣旨■ 
観光立国の実現に向けては、我が国の豊富
なスポーツ資源を最大限に生かし、「観るス
ポーツ」「するスポーツ」はもちろん、国際ス
ポーツイベントの誘致・開催などの「支えるス
ポーツ」も含めた 総合的なスポーツ観光の

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 関係企業ポーツ」も含めた、総合的なスポーツ観光の
推進により、インバウンド拡大および国内観
光振興を図ることが必要。 
  
→関係省庁・関係団体が連携してスポー   

観光 関する総合的な推進方策

スポーツ・ツーリズム推進連絡会議 

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 

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 
  ツ観光に関する総合的な推進方策につ
  いて調査検討を行う場として設置。 
  各地域においても同様の組織が立ち上   
  がることを期待。 

観光関係団体 
関 業

■推進体制■ 

 

 【本会議】 
○全体の目標設定、検討の総合調整

第１回：５月１８日 

第２回：６月２５日 

第３回：７月２８日 

 

 

○国・自治体でのスポーツ・ツーリズム推進 組織のあり方の調査検討 
○その他ＷＴに属しない課題の調査検討 
○スポーツ・ツーリズム推進基本方針の策定 

第３回：７月２８日

第４回：１１月１日 

第５回：３月を予定  

 

 

 

 

②チケッティング改善ＷＴ 

外国人旅行者が容易にス
ポーツ試合の情報・チケットの
入手やスポーツ施設の利用

③国際化・国際交流推進ＷＴ 

マーケティングを重視した、国
際スポーツ大会・合宿・関係
会合の戦略的誘致、国内ス

④施設魅力化・まちづくりＷＴ 

マーケティングを重視した、ス
ポーツ施設の観光資源として
の魅力化、スポーツを核とし

①スポーツツアー造成ＷＴ 

マーケティングを重視した、主
に海外からのスポーツ観戦ツ
アー・参加ツアー造成の促進

 

 

 

入手やスポ ツ施設の利用
ができる環境の整備。 
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会合の戦略的誘致、国内ス
ポーツの国際化と国際スポー
ツ交流の推進。 

の魅力化、スポ ツを核とし
て観光客誘致を図るまちづく
りの推進。 

ア 参加ツア 造成の促進。 



スポーツ・ツーリズム推進連絡会議のメンバー 
（プロスポーツ) 
平田 稔 （社）日本野球機構（日本プロフェッショナル野球組織） 広報部長

利渉 敏江  東日本旅客鉄道（株） 千葉支社事業部地域活性化PT 副課長 
嶋村 一穂 （株）エイチ・アイ・エス 東日本法人団体専門店事業部 業務ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ平田  稔 （社）日本野球機構（日本プロフェッショナル野球組織） 広報部長

首藤 久雄 （社）日本プロサッカーリーグ イレブンミリオンプロジェクトﾏﾈｰｼﾞｬｰ 
平野 祐司  日本トップリーグ連携機構 事務局長 
池田  弘 （株）日本プロバスケットボールリーグ（bjリーグ） 取締役会長 
 

嶋村 穂 （株）エイチ アイ エス 東日本法人団体専門店事業部 業務ｸ ﾙ ﾌ ﾘ ﾀ  
松本健一郎  西鉄旅行（株）スポーツプロモーション支店 支店長 
宇都宮 博 （株）日本旅行 営業企画本部 団体推進本部 ＭＩＣＥ営業部 マネージャー 
 
（スポーツ関係企業・有識者） 
荒木 重雄 （株）スポーツマーケティングラボラトリー 代表取締役社長 
斎藤 敏 （社）スポ ツ健康産業団体連合会 会長 ※（株）ルネサンス代表取締役会長（スポーツ統括団体）

川島 雄二 （財）日本体育協会 事務局次長 
中森 康弘 （財）日本オリンピック委員会 総務企画・国際部長 
河原塚達樹 （財）日本レクリエーション協会 生涯スポーツ推進部長 
三藤 芳生  （財）日本武道館 理事・事務局長

斎藤 敏一 （社）スポーツ健康産業団体連合会 会長 ※（株）ルネサンス代表取締役会長 
高橋 義雄  筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授 
橋本 治朗 （株）アールビーズ 代表取締役 
林  和男  ぴあ（株）取締役 Co-founder 
原田 宗彦  早稲田大学スポーツ科学学術院 教授 
藤井 純一 （株）北海道日本ハムファイターズ 代表取締役社長武

 
（スポーツ競技団体） 
加賀山 公 （財）日本サッカー協会 事業部部長 
徳増 浩司 （財）日本ラグビーフットボール協会 ＲＷＣ２０１９準備室事務局長 
森 泰夫 （財）日本陸上競技連盟 事業部部長

藤口 光紀 （財）日本スポーツコミッション 評議員  
藤原達治郎 （社）日本フィットネス産業協会 会長 ※（株）ザ･ビッグスポーツ 社長 
渡邉 一利 （財）笹川スポーツ財団 常務理事 
岡本 佳文  （株）OSM International 代表取締役 
近藤 洋介 （株）インディペンデンス 代表取締役社長 

森  泰夫 （財）日本陸上競技連盟 事業部部長

村上  清 （財）全日本柔道連盟 事務局長 
橋本 聖子 （財）日本スケート連盟会長 
丸山 庄司  日本スキー100周年委員会会長（㈶全日本スキー連盟顧問） 
大塚眞一郎 （社）日本トライアスロン連合 専務理事 

崎東太郎 社 本ホ 協会 情報管 推進部

（広告代理店） 
渡辺 広之 （株）電通ソーシャル・プランニング局次長 
前田 能成 （株）博報堂ＤＹメディアパートナーズ スポーツ事業局サッカー事業部部長 
 
（メディア） 
菊池 裕 株 ジ ビジ ポ ポ デ 事業部川崎東太郎 （社）日本ホッケー協会 情報管理推進部長

井上 成美 （社）日本ウォーキング協会 事務局長 
 
（観光団体）  
丁野  朗 （社）日本観光協会 常務理事・総合研究所長

菊池  裕 （株）フジテレビジョン スポーツ局スポーツメディア事業部長
吉永  憲  （株）共同通信 情報企画本部次長 
沢登 次彦 （株）リクルート 旅行カンパニーじゃらんリサーチセンター長 
 
（自治体） 
西坂 啓之 東京都 スポーツ振興局 総務部 総務課長

        ※（社）スポーツ健康産業団体連合会理事 
興津 泰則 （社）日本旅行業協会 国内・訪日旅行業務部長 
島﨑 有平 （社）全国旅行業協会 専務理事  
坂本 眞一  北海道観光振興機構 会長 
河上 一雄 （財）日本修学旅行協会 理事長

西坂 啓之  東京都 スポ ツ振興局 総務部 総務課長
 
（関係省庁） 
溝畑  宏  国土交通省観光庁 長官 
田端  浩    国土交通省観光庁 観光地域振興部長 
坪田 知広   国土交通省観光庁 スポーツ観光推進室長 
室田 哲男 総務省 地域力創造グル プ地域政策課長河上 雄 （財）日本修学旅行協会 理事長

 
 （観光関係企業） 
越智 良典  近畿日本ツーリスト（株） 専務取締役 
横溝 英明  楽天トラベル（株） 常務執行役員 

室田 哲男  総務省 地域力創造グループ地域政策課長
川上 文博  外務省 広報文化交流部人物交流室長 
芦立  訓  文部科学省 スポーツ・青少年局競技スポーツ課長 
宮嵜 雅則  厚生労働省 健康局総務課生活習慣病対策室長 
中内 重則  経済産業省 商務情報政策局サービス産業課企画官 -5- 



スポーツ・ツーリズム推進連絡会議スケジュール 

第１回スポ ツ ツ リズム推進連絡会議
平成22年

○第１回・第２回 スポーツツアー造成ＷＴ   ○第１回・第２回 チケッティング改善ＷＴ 
○第１回・第２回 国際化・国際交流推進ＷＴ  ○第１回・第２回 施設魅力化・まちづくりＷＴ 

第１回スポーツ・ツーリズム推進連絡会議
平成22年

5月18日設置 

○第３回 スポーツツアー造成ＷＴ ○第３回 チケッティング改善ＷＴ

第２回スポーツ・ツーリズム推進連絡会議 
平成22年 

6月25日開催 

スポーツツーリズムの推進について 中間報告  発表 

○第３回 スポ ツツア 造成ＷＴ  ○第３回 チケッティング改善ＷＴ
○第３回 国際化・国際交流推進ＷＴ  ○第３回 施設魅力化・まちづくりＷＴ 

第３回スポーツ・ツーリズム推進連絡会議  平成22年 
7月28日開催 

調査業務実証実験

○第４回 スポーツツアー造成ＷＴ   ○第４回 チケッティング改善ＷＴ 
○第４回 国際化・国際交流推進ＷＴ  ○第４回 施設魅力化・まちづくりＷＴ 

    
ファムトリップ、クリニックツアー 

フリーペーパーなど計９本 

    
国内成功事例、海外先進事例 

ニーズ調査など計12件 

調査業務実証実験

第４回スポーツ・ツーリズム推進連絡会議  平成22年 
11月1日開催 

○第５回 スポーツツアー造成ＷＴ    ○第５回 チケッティング改善ＷＴ 
○第５回 国際化・国際交流推進ＷＴ  ○第５回 施設魅力化・まちづくりＷＴ 

第５回スポーツ・ツーリズム推進連絡会議
平成23年 

3月開催予定

スポーツツーリズムスポーツツーリズム推進基本方針推進基本方針    策定策定  

今年度抽出した課題の解決に向けて、 
来年度も継続的に課題検討会議を開催 

第 回 ポ リ 推進連絡会議 3月開催予定
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Ⅰスポ ツツ リズム推進の目指す姿

スポーツツーリズム推進連絡会議 中間報告 （H22.7.28）の概要 

Ⅰスポーツツーリズム推進の目指す姿

スポーツツーリズムを推進していくことにより、新しい旅の魅力を作り出し、交流人口の増加を目指す。 
スポーツの切り口で日本の多種多様な観光資源を顕在化させ、インバウンドを拡大する。

訪日旅行者誘致 及び、国内旅行の活性化 を図っていく。 

地域の活性化 産業振興

スポーツの振興 国際交流の推進 

産業振興

スポーツツーリズムの推進は、日本観光の起爆剤

「スポーツ立国戦略」とも協調 

観光立国の実現 
訪日外国人旅行者の増加 国際会議の開催件数増加 国内観光旅行の宿泊数の増加 国内観光旅行消費額の増加

スポ ツツ リズムの推進は、日本観光の起爆剤

訪日外国人旅行者の増加 国際会議の開催件数増加 国内観光旅行の宿泊数の増加 国内観光旅行消費額の増加 

新たな訪日モチベーションの提供 国際スポーツ大会・会議の誘致活動 もう一泊に繋がる旅の提案 旅行先での新たな選択肢の提供 

スポーツツーリズムの推進により「観光立国推進基本計画」の目標達成が期待できる 

Ⅱ議論の整理 
各ワーキングチーム（ＷＴ）による専門的視点からの課題抽出 

若者の旅行回帰 

-7- 

スポーツツアー造成ＷＴ 
・魅力あるツアー作り   ・地域行政の協力 

・地域の魅力との連携  ・プロモーション、ＰＲ戦略 

国際化・国際交流推進ＷＴ 
・招致支援         ・大会支援 

・情報発信 

施設魅力化・まちづくりＷＴ 
・規制緩和           ・人材育成 

・関係データの収集・蓄積 

各ＷＴで抽出された課題を「実証実験」「調査」「その他検討」に区分し検証 

チケッティングＷＴ 
・海外ニーズの把握    ・情報プラットフォーム施行 

・国内対応実証  ・スポーツ、観光、メディアの連携強化 



Ⅲスポーツツーリズム推進基本方針の策定に向けて

中国・韓国を対象とした、スポーツクリニックツアー実証実験案１ 割引クーポン付フリーペーパーの情報発信実験実証実験案２

実証実験 

Ⅲスポ ツツ リズム推進基本方針の策定に向けて 

中国 韓国を対象とした、スポ ツクリ ックツア実証実験案１

【実証実験イメージ】 
韓国からの旅行者や、中国の富裕層を中心にブームが起こりつつある、ゴルフやスキーの実施だけでなく、コーチング、

スポーツグッズのショッピングアドバイスのパッケージ化を想定。 

【中国市場】 
国内に拠点を置く旅
行会社やメディアを対

スポーツ自体を 
日本でやる魅力

ゴルフクリニックツアー スキークリニックツアー 

割引ク ポン付フリ ペ パ の情報発信実験 実証実験案

【実証実験イメージ】 
空港や宿泊施設など、訪日旅行者との接点でツールの配布を行い、各スポーツ団体の協力のもと、タイムリーなスポーツ

コンテンツ日程やのチケット割引などの情報発信による誘導実験を行う。 

 ■空港や、宿泊施設などで 
   割引クーポン付き多言語 
   ツールを配布 

【多言語ツールイメージ】 
■ タブロイド型のフリー 

ペ パ を想定

■スポーツ観戦 

【韓国市場】 

行会社やメディアを対
象としたファムトリップ

を実施 

韓国の旅行会社に対
する商品化の働きか
けをおこない、商品化

を実施 

対象スポーツの 
上達を目指すプログラム 

スポーツメーカー等と 
連携したショッピング 

 ペーパーを想定
■ 各会場、日程、料金 

  等の情報を掲載 

■ 全ての会場で使える 
  割引クーポンを印刷 
※裏面にアンケート 

旅行者がアンケートに回
答し、クーポンにてチケッ

トを割引購入。 

実証実験案３ 本 ポ ズ ブ実証実験案３ 日本のスポーツツーリズムのセラーブース設置
【実証実験イメージ】 

ブースにて、スキー場、ゴルフ場、競馬等公営競技、Ｊリーグなどのスポーツコンテンツ・セラーが、海外バイヤーに対して
の商談を促すとともに海外バイヤーを中心とした来場者へのアンケートを実施。 

トラベルマートでのセラー支援展開
■ 国内スポーツセラーへの連絡 
国内スポーツ団体 自治体 メーカー

実証実験案４ 国内実施の国際スポーツ大会での観光行動誘発実験と課題調査 

【実証実験イメージ】 

2010年度開催大会における調査・実証実験 

・世界柔道（伝統スポーツ型／滞在型／競技スケ
ジュール確定型） 
＜実施方法＞  

・国際会議 
・事前合宿 
・調整入国

・競技大会 
・メディア取材 

・合宿 
・転戦帰国準

備 

大会開催前 大会期間後 大会期間中 

【スポーツツーリズム関係団体】 

スポーツ関連団体・企業 

旅行関連団体・企業 

地域自治体 ほか 

【各国ツーリズム・メディア】 

各国旅行会社 
ランドオペレーター 

海外メディア ほか 

マッチング 

トラ ル トでのセラ 支援展開国内スポ ツ団体、自治体、メ カ
などへの連絡を行い、出展を促す。 

■ 販売支援ツールの作成 
スポーツツーリズムに関わる印刷物
や画像などを作成しての、販売支援
を行う。 

オフィシャルホテル・会場などの旅行者との接点にて、
ヒアリング調査・情報提供を実施        

 ・参加者インタビューの実施 
  （受動サービス・ハード・ソフトの評価） 

 ・大会直接消費額調査 
 ・トラベルデスク設置（空港・ホテル・会場等） 

 ・日本文化体験ツアー等の企画実施 

調整入国
・メディア取材  

備
・メディア取材 

 

事前帰国する一部役
員へ事情報信・調査

を実施 

スケジュール余力が出やすい大会
後半～終了時で情報発信・調査・

実証実験を実施 

■ ３本のファムトリップを実施 
Ｆ１＋三重県 プロ野球＋都市 首都圏観戦スポーツ 

Ｆ１観戦と、三重県観光と
セットにした旅行商品によ

プロ野球観戦と都市のス
ポーツコンテンツとのマッチ

競馬等公営競技を含めた
スポーツ観戦やスタジアム

■ 参加者募集 

国内の旅行会社やメ
ディア担当者へのヒアリ
ングとファムトリップ参

■ 事後フォロー 

ファムトリップでのアンケー
トに加え、事後フォローによ
り商品化、記事化の情報

【実証実験イメージ】 
スポーツと観光のマッチングをテーマに、「Ｆ１＋三重県」「プロ野球＋都市」
「首都圏観戦スポーツ」の３種類のファムトリップを企画し、メディアや旅行

実証実験案５ 海外旅行会社、メディアに向けたツアーファムトリップ 

セットにした旅行商品によ
る滞在日数の増加などの

検証 

ポ ツコンテンツとのマッチ
ングを行い、新たな着地型

商品の検証 

スポーツ観戦やスタジアム
見学の、魅力度と商品力を

検証 

ングとファムトリップ参
加依頼を行います。 

り商品化、記事化の情報
収集を行います。 

首都圏観戦スポ ツ」の３種類のファムトリップを企画し、メディアや旅行
会社、留学生などの意見を基に施設魅力化やまちづくりのブラッシュアップ

を行います。 
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世界柔道選手権2010 

【参考資料】スポーツツーリズム実証実験ダイジェスト 
プロ野球観戦＋日帰り観光 Ｆ１観戦＋三重宿泊観光 

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

■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） 

■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 

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。 

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。 

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。

観戦者

【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 

る 帰り ア を催行 検証。

ツアー内容

【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） 

中 検証。

旅行会社意見

【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） 

観戦者 

８０．２％が東京のみの滞在予定 

全体の７２％が観戦目的の来日 

大会観戦を目的に多くの来日客があるが、
広域 移動は少な

ツア 内容

７３％が案内などの言語対応を問題視 

札幌ドームの満足度は８０％ 

ツアーコンテンツは好評だが、言語などイン
が指摘

旅行会社意見

富裕層に向けた商品展開が可能（中国） 

課題となるのは、券購入と言語（韓国） 

チケットや言語の問題はあるが、 
商 化 能性 検討 きる

８２％が都内で買物に出かけた

大会関係者 
国内旅行実施比率は５６．１％ 

広域の移動は少ない 

も と体験できるスポ ツがあれば良い

参加者意見 
プロ野球のライブ感に感動（ロシア/男性） 

フラの問題が指摘された 

京都などの商品があると良い

Ｆ１記者意見 

伊勢神宮や海女小屋は魅力的（チェコ/男性） 

商品化の可能性は検討できる。 

８２％が都内で買物に出かけた 

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 

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）

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 

京都などの商品があると良い（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ/男性） 

Ｆ１に加えて近隣観光の取材は成果ありと
いう回答 -9- 



ゴルフ首都圏商品化 

【参考資料】スポーツツーリズム実証実験ダイジェスト 
フリーペーパーによる情報発信 プロスポーツ観戦ツアー 

■２０１０年１２月７日（火） 
■成田ゴルフ場・ゼビオドーム 他 

■２０１０年１１月～２０１１年２月 
■首都圏空港、ホテル、観光案内所、他 

■２０１０年１１月１３日（土） プロ野球日韓戦 
 ２０１０年１１月２７日（土） 競馬、Ｊリーグ、競艇など 
■東京ドーム、味の素スタジアム、東京競馬場など 

実施中 

今後、期待される中国マーケットに対し、ゴルフプ
レイ＆レッスン＋スポーツギアショッピングのモニ
ターツアーを実施し、ツアー造成の可能性を探る。 

首都圏で期間中に開催されるスポーツコンテンツ
の着地型情報発信を行う事による需要と、国内ス

ポーツの受け入れ体制構築を調査する。

日本特有のスポーツコンテンツである、プロスポー
ツ観戦や公営競技、スタジアムツアーなどの魅力

度と商品化の可能性を検証する。 

参加者

【調査サンプル、手法】 
■海外旅行会社、メディア８名ヒアリング 
■受け入れゴルフ場、ｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟ施設へのヒアリング 

ポ 受け入れ体制構築を調査する。

利用者

【調査サンプル、手法】 
■フリーペーパーにアンケートフォームを添付 
■国内での特典、受け入れ準備とヒアリング 

度 商品化 可能性を検証する。

参加者

【調査サンプル、手法】 
■海外旅行会社、メディア●●名ヒアリング 
■受け入れ団体、施設へのヒアリング 

参加者 

中国のゴルフツアーの商品化には具体的
な 能性あり

利用者

既に、ＪＲＡ，プロ野球などで利用者が 
出てきているが、集計は２月を予定 

ゴルフクリニックは中級者に可能性あり 

富裕層に絞った戦略が有効 

 

 

参加者

それぞれ、日本の新しい観光コンテンツとし

言語より、愉しみ方のﾙｰﾙを知ることが近道 
VIP向けの受け入れ施設は商品化の可能性が高い 

受入れ関係者 

な可能性あり 

スポーツ団体 

課題となるのは、マナー･ﾙｰﾙの浸透（ｺﾞﾙﾌ場） ほとんどの主催社が協力可能であった 

受入れ関係者 

それぞれ、日本の新し 観光 ンテンツとし
ての評価はあったが認知不足が課題 

販売体制の構築が課題(野球･サッカー） 

スポーツ競技によって温度感がさまざま 
であり、実際の誘客の期待は薄い 

受け入れ体制は整って来ている(ｺﾞﾙﾌ場) 設置箇所と割引やアンケート回収体制構
築が課題 

言語問題で大きいのはチケット購入までの
導線。楽しみ方の発信が重要 

スケジュールの発信方法を考察（球場） 

今後中国からのゴルフでの来日は
増加する可能性が高い -10- 



調査

ターゲット国の意識・スポーツの参加状況、旅行先でのスポーツ
観戦・参加の意向、情報入手経路などを確認する

調査項目１ 海外ニーズ調査 
スポーツツーリズムの戦略策定に向け、参考にすべき情報とし

て、他国における成功事例やプロモーション手法を収集。

調査項目２ 海外先進事例調査 
国内での、スポーツツーリズムの成功事例を「観る」「する」「支え

る」それぞれの視点から事例の取りまとめを行う。

調査項目３ 国内成功事例調査 

調査 

観戦 参加の意向、情報入手経路などを確認する
 

【調査対象国】  韓国／台湾／中国／オーストラリア 
【調査方法】   各国４００サンプルによるＷｅｂ調査 

【詳細】 
上記４か国を想定ターゲットとして、各国の日本に対するスポー

ツツーリズムの有効性、ポテンシャルを検証していく。   

て、他国における成功事例やプロモ ション手法を収集。
 

     【調査対象国】  韓国／カナダ 
     【調査方法】   事前情報収集と現地ヒアリング 

【詳細】 
カナダ・・・スポーツツーリズムの組織的運営手法の事例 

韓国・・・日本に近い環境でのスポーツツーリズムの取組み

る」それぞれの視点から事例の取りまとめを行う。 
 

  【調査方法】  関係者へのヒアリングや情報収集 
   ＜観る＞  観戦スポーツでの取り組みや課題の確認 
   ＜する＞  受け入れの状況や、世界的に組織を持つ伝統 

        スポーツのポテンシャルの確認 
   ＜支える＞ 国際スポーツ大会の誘致や実施内容 

その他検討事項１ その他検討事項２ その他検討事項３ 
人材育成 言語問題に対する

その他検討事項４ その他検討事項５ 
総合的なスポ ツ観光行政体制の

その他検討 

国外への情報発信手法の検討 施設魅力化に向けた検討 
人材育成・言語問題に対する 

検討 規制緩和策の検討 
総合的なスポーツ観光行政体制の

検討 

■スポーツコンテンツの一元化や、  
 情報発信の手法、活用すべきメ 

 ディアなどを検討。 

■今年度の調査事業や実証実験

■国内にあるスタジアムやスポーツ 
 施設、遊休施設などの魅力化とそ 

 の活用策を検討。 

■言語に関する課題も含めた施設

■スポーツツーリズムによる地域で 
 の活性化や国際化の担い手とな 
 る人材の育成の手法を検討。 

■今後様々なシーンにおいてボト

■地域でのスポーツの拡大におい 
 て、道路交通法や公園法などの  

 規制緩和の方向性を探る。 

■スポーツ大会開催に向けての競

■韓国における「文化体育観光部」 
 など他国の事例も踏まえ、スポー 
 ツツーリズム、文化観光などの 

 ニューツーリズム推進の観点から、 
■今年度の調査事業や実証実験 

 の結果も踏まえて、具体的な発信 
 手法案の策定を目指す。 

■言語に関する課題も含めた施設
 の受け入れの課題や施設の規制 
 緩和策に対しても議論を行う。 

■今後様々なシ ンにおいてボト 
 ルネックとなっている言語問題に 

 ついての解決策を探る。 

■スポーツ大会開催に向けての競
 技場使用料金や設備費などの課 

 題や規制の洗い出しを実施。 

 より効率的、効果的な行政組織や 
 行政機関の連携のあり方を検討。 

情報発信（案） 

スポーツツーリズム推進基本方針（＝スポーツツーリズムマーケティング戦略）の策定（平成２３年３月目途） 

受け入れ施策（案） 

■ 各国ニーズの詳細調査の実施 
■ ターゲット国へのスポーツツーリズムプロモーション 
■ スポーツツーリズムＷｅｂポータルサイト作成 
■ 日本のスポーツツーリズムブランドの確立 
■ 日本におけるムーブメント作り 

■ ジャパン・スポーツツーリズム・アライアンスの設立 
■ スポーツツーリズム推進の規制緩和策の実行 
■ 地域主導のスポーツコミッション設立 
■ コールセンター、アクセス表記など言語問題の対応 
■ 通訳案内士の活用など、支える人材の開発 -11- 



【参考資料】スポーツツーリズム調査業務ダイジェスト 
 新規トライアスロン大会開催の調査 市民参加ファンライドイベント調査
 
 
 

■２０１０年１１月３日（水） 
■香川県高松市（サンポート高松トライアスロン２０１０） 

民
■２０１０年１１月２８日（日） 
■福岡県福岡市（ツールドフクオカ２０１０） 

 
 
 
 
 
 
 
 

今年、初めて開催するトライアスロン競技大会の開催に際して、開催に向け
ての地域連携の実態や規制緩和の課題などを調査、ヒアリング。 

市民参加のファンライドイベントの立ち上げと、約１００名の韓国人旅行者に
対するサイクリング観光の調査や、市民スポーツ大会の効果などを調査。 

 
 
 
 参加者・観客

【調査サンプル、手法】 
■トライアスロン大会参加者、観客合計約１００名アンケート調査 
■大会事務局への事前調査、開催後のヒアリング 

参加者・観客

【調査サンプル、手法】 
■大会参加市民や、韓国からの参加者約１００名にアンケートを実施 
■大会事務局への事前調査、開催後のヒアリング 

 
 
 

参加者 観客

大会を行うロケーションや 
ホスピタリティの重要性を実感

参加者 観客

地域資源と連動したサイクリングイベントは、自転車での観光 

周辺環境の評価が高かった 

観客の４８％が市外からの来訪であった 大会への選手・観客の評価は非常に高く、来年度以降の開催を熱望 
観客や選手も広島や東京など広域から宿泊で訪れていた 

 
 
 
 

受入れ関係者 

ホスピタリティの重要性を実感 

受入れ関係者 

という新機軸のスポーツツーリズムの可能性を感じる

大会実施に向けては道路使用や住民との合意形成が、必要不可欠 福岡青年会議所の積極的な活動が大会成功の原動力 

来場した観客５２名に対する調査 

 
 
 
 

克服すべき課題が多く、現状で新規協議会の開催には困難 
が伴うものの、大会＋αの要素も含めた地域振興が可能 

参加した市民全体が盛り上がり成功であったが、道路許可の問題で
開催地を変更するなど、規制緩和への期待は大きい 

参加者エコツアーや前夜祭などの大会＋αのイベントが好評だった 地域商店やメディアの協力体制の構築など、地域リレーションを重視 

-12- 



スポーツツーリズム推進による効果と現状 ① 

スポーツツーリズムは「新たなビジネスチャンス」＆「地域活性化策」であるという認識の広がり

観光庁によるスポーツツーリズムの推進により、国内の企業、地域、スポーツ団体がアクションを起こしつつある。 
これまで、同じ余暇活動であるスポーツとツーリズムの融合は十分なされていなかったが、観光庁による「スポーツツーリ
ズム」の推進に伴い それぞれの関係者による動きが活発化してきているのは明らか

スポ ツツ リズムは「新たなビジネスチャンス」＆「地域活性化策」であるという認識の広がり 

ズム」の推進に伴い、それぞれの関係者による動きが活発化してきているのは明らか。

スポ ツ団体

地域行政 日本相撲協会による 
ｉＰａｄインフラ整備 

地域行政のスポーツ大会・合宿
誘致に向けた活動 

スポーツコミッションの設立 スポーツ団体

Ｊリーグによる地域観光振興

スポーツ団体も、観光要素
の取り込みや、魅力化によ
る広がりに着手を始めてお
り、観光庁の動きに注目が
集まっている

スポ ツコミッションの設立
に向けた動きや、スポーツ
大会と観光要素の融合など、
スポーツを通じた観光客獲
得や経済効果を目指した動
きが活発化。 

【北海道】 
北海道スポーツ観光連絡会議 

【さいたま】 
スポーツコミッション

【新潟】 
スポーツ合宿 

誘致支援 

タイアップ（ブルータス） 集まっている。スポーツコミッション 
設立への動き 

【沖縄】 
スポーツツーリズム沖

縄実行委員会 
＜外国人スキー客の取り込み＞ 
長野、新潟、岩手、秋田、石川、北海道
などで、実際に外国人スキー客の取り
込みに向けた動きが加速

スポーツツーリズムの推進 旅行業界 

既存のスポーツエントリー業務や、大会
運営などの関連業務を再構築し、各地の
スポ ツ担当者によるスポ ツ事業推進

スポーツ大会 スポーツ分野への取組みを
行ってきていた大手旅行会
社も専門部門の立ち上げスポーツ大会に より観光

＜サンポート高松トライアスロン＞ 
トライアスロンとアートの融合を目指し、
新たなスポーツの魅力を追及。 

込みに向けた動きが加速。

スポーツ担当者によるスポーツ事業推進
室の立ち上げに向けた会議体を立ち上

げ。 

社 専門部門 げ
やスポーツツーリズムを通
じた新たなマーケット獲得を
目指し活動を行っている。 

スポーツ大会に、より観光
要素を付加したイベントに
する事で、スポーツ振興と
観光客誘致の両面での価
値の創造を目指した動きが
起こってきている。 

ＪＴＢスポーツステーション 

スポーツ事業部を設立し、スポーツイベントだけに
留まらず、スポーツ関連事業全般への取り込みを
行っている。 

＜ツール・ド・フクオカ＞ 
市民レベルでも「参加して」「見て」楽し
めるファンライド大会の開催。 

-13- 



スポーツツーリズム推進による効果と現状 ② 

近年になって、滞在型、旅行型のスポーツコンテンツの参加者の伸びが顕著であり、国内だけでなく、訪日外国人

東京マラソンエントリー数

過去最高 
登山、トレッキングブーム 根強いマラソン人気

近年になって、滞在型、旅行型のスポ ツコンテンツの参加者の伸びが顕著であり、国内だけでなく、訪日外国人
も含めたスポーツツーリズムの下地ができつつあり、スポーツツーリズムを推進する環境が整ってきている。 

富士登山者数 

東京マラソンエントリ 数 
過去最高 

、 根強いマラソン人気
若年層にも、登山、トレッキングブーム
が定着してきており、富士山の登山者
数も過去最高であった。 

マラソン人気も留まることを知らず、現
在でも多くのマラソン大会が定員を超
える状況にある。地方のマラソン大会
にも注目が集まり、スポーツツーリズム
が自発的に起こっているが自発的に起こっている。

福島県外国人ゴルフ客数 
訪日外国人ゴルフ客の増加

１０月以降で、８００～ 
１０００人の予測値

昨年度を大幅に上回る
ことが予測される 

山ガールの登場でファッションにも飛び火 

フェニックスゴルフ客数 
訪日外国人ゴルフ客の増加 予測値 予測される

２００９年度は、経済危機、インフルエンザなどの
影響で沈静化したものの、受け入れ体制の整備
などもあり、今年は韓国を中心に、昨年を大幅に
上回るゴルフ旅行者が国内に訪れている。 

※９月末現在 

観光庁によるスポーツツーリズムの推進と、これらの滞在型、旅行型スポーツコンテンツの拡大が融合
をすれば、そこには大きなマーケットが誕生し、訪日外国人を含む、観光振興に繋がっていく。 -14- 



事例：九州におけるスポーツ＋観光の可能性 

2012エアニュージーランド 

ゴ デ デ ズ
ツール・ド・フクオカ 福岡西部副都心スタンプラリー2010 

き 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福岡 

世界中のラグビー愛好家
の為の35歳以上の国際

会 観 庁 連携

ツ ル ド フクオカ

福岡青年会議所による、日韓交流自転車
イベント。継続開催予定。 

Ｅまち歩き 

福岡西部副都心まち創り活性化協議会が
主催する、スタンプラリー形式のウォー
キング。 

口蹄疫復興の為の宮崎県復興プロジェクト 

大会。観光庁と連携して
誘致・大会実施・ＰＲ等
を計画。 

蹄疫復興 為 宮崎県復興プ クト

TAKE ACTION in 宮崎 
観光庁と連携したプロジェクトとして、 
中田選手を中心としたサッカーの 
チャリティーマッチを開催。(1/10) 

プロスポーツチーム 
サッカーＪ１・Ｊ２ 

NPB

アビスパ福岡 大分トリニータ 

宮崎 
シャイニング

bj 
リーグ

NPB 

福岡ソフトバンクホークス 

スポーツキャンプ受入 奄美桜マラソン 

長寿と子宝の島で、日本一早い

シャイニング 
サンズ 

大分ヒート 
デビルズ 

ライジング福岡 
リーグ 

長寿と子宝の島で、日本 早い
桜の下でのマラソン大会。 
観光庁とタイアップした盛り上
げも行う予定。(2/6) 

日本の伝統スポーツ
宮崎での読売巨人軍、奄美での横浜ベイスターズ
などのプロスポーツキャンプだけではなく、温暖
な気候を利用して、大学・高校などの学生合宿も
多数誘致。 

日本の伝統スポ ツ

相撲（九州場所）や
柔道等の伝統スポー
ツも盛ん。 -15- 



平成22年度補正予算：国内スポーツ観光活性化調査事業 

ポ を通したポ を通したスポーツを通した
地域の魅力再発見
スポーツを通した

地域の魅力再発見【 】地域の魅力再発見地域の魅力再発見
スポーツの感動、地域の魅力に触れるきっかけづくり 

【       】
周辺地域 

野球
マラソン

ラグビー 

バスケット トレーニング

サイクリング 
野球

サッカー 

観るスポーツ するスポーツ 
バスケット 

相撲 カーリング 

トレ ニング

ﾞ ﾟｱｲｽﾎｯｹｰ

大縄跳び ﾓｰﾀｰｽﾎﾟｰﾂ 
ﾋﾞｰﾁｽﾎﾟｰﾂ

雪遊び 
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観る ポ

採択した国内スポーツ観光活性化調査モニターツアー 

頑張ろうあまみ！ 
第３回桜マラソン４日間 

観るスポーツ 
 

 
するスポーツ 
 

サンフレッチェ広島×FC琉球 presents 
『親子サッカークリニック in OKINAWA』 
バスツアー 

レッツ・カーリング北海道！ 
～新しい体験型スポーツと 
冬の北海道の楽しみ方～ 

ワンコインOPツアー 

青森新幹線で行くカーリング
体験と青森観光 

鳥取スポーツツアー 
「がいな！とっとり３日間 

荻原健司と雪感動体験！ 
巨大かまくらづくり＆ 
ソリ滑りに挑戦！ 

高松ファイブアローズpresents  
高松アート＆スポーツ ツアー 

ＨＣ日光アイスバックス 
ファン感謝デーイベント 
参加ツアー 

強さの秘密に迫る！ 

第2回パナソニックキッズスクールCUP ロープジャンプ
小学生大なわとび No.1決定戦 

九州新幹線全開通記念 
ホークス野球観戦と 
福岡ヤフードーム周辺Eまちめぐりツアー 

駅伝強豪校の 
トレーニングコースを 
走ろう！！ 

東京周遊スポーツミュージアムツアー 

館山若潮マラソン伊勢観光と鈴鹿サ キ ト 2011 館山若潮マラソン 
アフターケアツアー＠南房総 
 
『現役プロレスラー』と一緒に親子で
体力＆絆作りツアー サイクリング×出会い×地域交流”

恋カツリング”ツアー 
トップリーグオールスター FOR 
ALL チャリティーマッチ観戦と 
名古屋観光 

伊勢観光と鈴鹿サーキット 2011
モータースポーツファン感謝デー
見学 

よしもと地域活性化プロジェクト 
「祭りガールin伊豆大島 椿まつり 
＆伊豆大島でエコなスポーツ体験 
モニターツアー 
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平成22年度補正予算：冬季スポーツ観光イノベーション調査事業 

【日本の新しいスノーリゾートを模索】 【日本の新しいスノーリゾートを模索】 
課題解決の仮説 地域活性とスキー需要の獲得 

新規スキ 人口減少の課題新規スキ 人口減少の課題 リピ タ 参加率減少の課題リピ タ 参加率減少の課題

アウトドア好きなど、 
興味はあるがほとんど行かない 

新規スキー人口減少の課題新規スキー人口減少の課題 リピーター・参加率減少の課題リピーター・参加率減少の課題

年に年に１回くらい１回くらい行く行く  

年に何度 
も行く 

年に１回くらい 
行く 

スキ やアウトドアスポ ツ

年に何度 
も行く 

年に年に１回くらい１回くらい行く行く  

アウトドア好きなど、 
興味はあるがほとんど行かない 

スキーやアウトドアスポーツ 
に対する興味が無い

若者向けスキーエントリーツアー クロスカントリースキー体験ツアー 

スキーやアウトドアスポーツ
に対する興味が無い 

に対する興味が無い

ゆったりシニアのスノーリゾートツアー

家族での雪国体験ツアー おんなのこだけのスキーツアー 

調査結果を基にした効果検証

ゆ たりシ アのスノ リゾ トツア

調査結果を基にした効果検証

日本の新しいスノーリゾートの形の提言 -18- 



新規 人 減 に対応 中心に 定新規 人 減 に対応 中心に 定

冬季スポーツ観光イノベーション調査モニターツアーの内容① 

新規スキー人口減少の課題に対応するモニターツアーを中心に設定。新規スキー人口減少の課題に対応するモニターツアーを中心に設定。

様々なターゲットを意識して、ツアー現場での調査を行うため旅行者の募集を実施中。様々なターゲットを意識して、ツアー現場での調査を行うため旅行者の募集を実施中。  

新規スキー

リピーター・参
加率減少の課題 

ジャンプ観戦とスノーリゾート観光調査ジャンプ観戦とスノーリゾート観光調査

新規スキー
人口減少の課題 

3/4～6観戦 観光調観戦 観光調
参加者イメージ：若年層の女性、カップル、ファミリーなど 

女性専用スキーバス商品調査女性専用スキーバス商品調査

3/4～6 

女性専用スキ バス商品調査女性専用スキ バス商品調査
参加者イメージ：２０～４０代の社会人を中心とする女性 

草津温泉でのノルデ ックスキ 体験調査草津温泉でのノルデ ックスキ 体験調査

2月下旬～3月上旬 

草津温泉でのノルディックスキー体験調査草津温泉でのノルディックスキー体験調査
参加者イメージ：ファミリー、全階層 2/19～20 

親子で楽しむスキーツアー体験調査親子で楽しむスキーツアー体験調査  
参加者イメージ：ファミリー（初心者、子供）など 2/26～27 
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冬季スポーツ観光イノベーション調査モニターツアーの内容② 

新規スキー 
人口減少の課題

リピーター・参
加率減少の課題 

こだわる大人のハイグレードツアー調査こだわる大人のハイグレードツアー調査 
参加者イメ ジ：６０代以降のシニア層

人口減少の課題

2月下旬～3月上旬 

大学生の学び・体験調査大学生の学び・体験調査 

参加者イメージ：６０代以降のシニア層

調整中2月下旬～３月上旬
参加者イメージ：スポーツ・マネジメント、地域活性を学ぶ学生 

大学生向けイベント連動商品調査大学生向けイベント連動商品調査

調整中 

3月中旬

2月下旬～３月上旬 

大学生向けイベント連動商品調査大学生向けイベント連動商品調査
参加者イメージ：首都圏、関西の学生 

親子で雪国体験ツア 調査親子で雪国体験ツア 調査

3月中旬 

親子で雪国体験ツアー調査親子で雪国体験ツアー調査
参加者イメージ：ファミリー初心者、子供）など 3/5～6 

手ぶらでお手軽日帰りスキー調査手ぶらでお手軽日帰りスキー調査 
参加者イメージ：首都圏在住の大学生 3/4 ・3/5 
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 都道府県におけるスポーツ観光関連予算    ※要求中・検討中のものを含む  

沖縄県 
①空手道会館（仮称）整備調査事業 
  事業費 ：約10百万円 
②Ｊリーグ規格スタジアム等整備基礎調査事業 
  事業費 ：約10百万円 

秋田県 
○合宿調査売り込み事業 
 事業費 ：4百万円 

 
２３年度予算 

 

 
２２年度予算 

 

③スポーツ・ツーリズム推進基盤強化事業（※検討段階） 
  事業費 ：約100百万円 

山形県 
○Ｊ１元気プロジェクト推進事業 
 事業費 ：0,4百万円 

新潟県 
①スキー情報発信事業 
 事業費 ：6,5百万円 
②スキー次世代マーケット拡大事業 
 事業費 ：4,2百万円 

長野県 
○スノーリゾート信州構築事業 
 事業費 ：50百万円 

富山県 
①プロスポーツ連携観光キャンペーン事業 
 事業費 ：2,5百万円 
②プロスポーツチーム地域活性化事業 
 事業費 ：4,5百万円 
③合宿誘致事業 岐阜県 

大阪府 
○大阪マラソン２０１１ 
 事業費 ：100百万円 

鳥取県 
○ 「スポーツツーリズム」先進モデル事業 

 事業費 ：18,2百万円 

広島県 
①ワールドスノーボードフェスティバル事業 

事業費 ：44百万円 兵庫県

 事業費 ：10,4百万円 ①ぎふ清流国体・ぎふ清流大会開催準備事業 
 事業費 ：1215百万円 
②高橋尚子杯ぎふ清流マラソンの開催 
 事業費 ：8百万円 
③ぎふスポーツフェアの開催 
 事業費 ：10百万円 
④Ｊ２リーグ「ＦＣ岐阜」を活用した県産品ＰＲ 

千葉県 
○サイクルツーリズム調査事業 
 事業費 ：8,5百万円 

 事業費 ：44百万円 
②広域集客観光メニュー強化事業（サイクリング） 
 事業費 ：13,8百万円 

兵庫県
①アジア陸上開催にかかる海外向けPR事業 
 事業費 ：1,5百万円 
②アジア陸上開催にかかる物産展開催事業 
 事業費 ：0,5百万円 

愛知県 
○第６７回国民体育大会冬季大会スケ ト競技会

高知県 
○自転車観光実証調査事業 
 事業費 ：2,1百万円 

  事業費 ：3百万円 

奈良県 
○オフシーズンのスポーツを活用した宿泊推進事業 
 事業費 ：2,5百万円 

○第６７回国民体育大会冬季大会スケート競技会
（ｼｮｰﾄﾄﾗｯｸ・ﾌｨｷﾞｭｱ）・アイスホッケー競技会 
 事業費 ：166,5百万円 

宮崎県

長崎県 
①スポーツ・地域にぎわいづくり推進事業 
 事業費 ：11,4百万円 
②コンベンション誘致推進事業 
 事業費 ：2,8百万円 

宮崎県 
①スポーツランドみやざき施設等整備促進事業 
 事業費 ：10百万円 
②スポーツランドみやざき総合推進事業 
 事業費 ：35,9百万円 
③波旅プロジェクト推進事業 
 事業費 ：2百万円 

徳島県 
○エンジョイ☆プロスポーツ事業 
 事業費 ：1,9百万円 

香川県 
○地域密着型スポーツチームへの助成事業 
 事業費 ：25,7百万円 

和歌山県 
○スポーツ合宿誘致補助事業 
 事業費 ：2百万円 

三重県 
○Ｆ１等のモータースポーツと日本文化を活用した欧州ＳＩＴ誘客事業 
 事業費 ：4百万円 
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2011年 主要取組① スキー100周年における冬季スポーツ観光振興 

1911年1月12日にオーストリアのレルヒ少佐が日本に初めてスキーを伝えてから100周年。 
100周年を機に スノ スポ ツ スノ リゾ トに関わる行政（都道府県） 民間企業 団体 メディア等が官民 丸となって100周年を機に、スノースポーツ・スノーリゾートに関わる行政（都道府県）、民間企業、団体、メディア等が官民一丸となって、
「日本スキー発祥100周年委員会」を組織。観光庁も協力する形でスノーリゾートの活性化施策を検討・実施中。 

スキー100周年の総合的な活性化策の取り組み体制（イメージ） 

スノースポーツ団体 
＋ 観光庁・関係行政機関 

観光関係団体･企業等 

自治体 
スキー産業関係者 

索道関係者 
 

海外へのスノーレジャー魅力発信 
●広告宣伝では、100周年委員会開発のシンボルマーク「SNOW 

国内向けスノーレジャー振興 
●TOKYO SNOW WORLD in ODAIBAの開催 

RESORT JAPAN」を用い海外に発信 
●スノーレジャー旅行取扱旅行会社等招請事業を開催（10月） 
●海外において日本のスノーレジャーを活用した広告宣伝（新聞・雑
誌・ＷＥＢ等）を実施（冬季旅行需要に向け随時） 
●旅行博・トラベルマート等でのプロモーション支援（11月）

12月17日から19日の3日間、スキー発祥100周年委員会主催の
100周年記念イベントを開催（観光庁後援＆協力） 
 
 

●旅行博 トラベルマ ト等でのプロモ ション支援（11月）
●欧州・豪州向けにスノーレジャーの需要調査を行うとともにあわせ
て広告宣伝を実施（１月より実施中） 
●実証実験としてスキーファムトリップを実施。（1月を予定） 

 
 
 
●新たな冬季スポーツ観光需要を喚起するモニターツアー調査を各地
で実施予定（１月末からを予定）

オーストラリア市場へのプロモーション具体例 
で実施予定（１月末からを予定）
 
 
 
 

場

30～50歳代ファミリー層＆40～60歳代富裕層へ
のアプローチの他ウインタースポーツ関心層へ
のアプローチを複合的に実施 

・インターネット上の各種広告 
・雑誌広告への掲載（2誌）

ゆったりシニアのスノーリゾートツアー 

スキーだけでなく、スノーシュー

クロスカントリー 

スキー体験ツアー 
スノーリゾートの楽しみ方

モニターツアー例 

 
 
●冬季スポーツ観光活性化のためのシンポジウム（１月２７日予定） 

雑誌広告への掲載（2誌）
・シドニーメルボルンでの屋外広告（2種、10～11月） 
・キャンペーンサイトにおけるパウダースノーのPR 
・FACEBOOKにおいてスノーボードゲームを展開 
・体験型展示イベントの実施 
・日本紹介小冊子の数頁においてスノーを紹介 

“Think powder”というキャッチフ
レーズを用いて日本の上質なス
キー場をPR（ホームページ） 

や食やホテルの楽しみ方など
も加えた、シニア大満足のリ
ゾートツアー！ 

リゾ トの楽しみ方
として、クロスカントリース
キーを覚え、新たな冬季
旅行モチベーションに！ 
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今後の方向性

2011年 主要取組② モータースポーツを核とした地域活性化策 

観光庁では、モータースポーツを「感動を生み、人々の交流を呼び起こし、異なる国や地域の間の相互理解を促進
する重要な観光アイテム」と高く評価し、我が国で開催されるレースを最大限活用して「スポーツ観光」を強力に推
進していきます。 
このため、モータースポーツが日本の大きな観光資源の一つであることを内外にPRすると共に、レースを通じて日
本の観光魅力を訴求してまいります。 
今後も様々な業界・パートナーとも連携し、モータースポーツの発展・国内外の交流人口の増加に向けた働きかけ
を行ってまいりますを行ってまいります。 

当面の取組み 
『ＭＳを核とした地域連携増強』を支援 

☆観光庁は、今年も「鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性化協議会」に参加し、Ｆ１を核とする地域と連携したインバウ
ンド戦略を一層推進。 

 

★モータースポーツ観光連絡会議（仮称） 
 
 
 

行政機関 

観光庁 

３月１３日（日）に 
キックオフ会議を予定 

・観光庁が旗振り役となって、関係者を一同に
介して連携を強化。 

・全国で開催されるモータースポーツの開催地
域のブランド・名産づくりに検討・協力。 

四季それぞれの「モ タ スポ ツ＋国内観 
 
 
 

関係自治体 等 

ＭＳ関係団体 観光関係団体

・四季それぞれの「モータースポーツ＋国内観
光」を情報発信し、旅行商品つくりを促進。 

 
   

ＭＳ関係団体

全国のサーキット 

自動車団体 等 

観光関係団体

旅行会社 

交通機関 等 
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2011年 主要取組③ ゴルフ資源を活用したインバウンド拡大 

欧州を中心とした市場に対するプロモーショ
ンにより日本をゴルフツーリズムのディスティ
ネーションとして確立する 

韓国、中国等アジアについては自治体
と連携した地方連携事業での取り組み
を実施 

○IGTM（ゴルフ旅行博）出展事業 
平成22年度に引き続きゴルフツーリズムのマッチン

グの場として最大の機会である本旅行博に出展し、
世界各国へ向け日本のゴルフ観光について詳細な

○ゴルフプレー及び観光を組み込んだ旅行商品を開発すること
等を目的にメディア及び旅行会社の招請事業及び商談会等 
を実施する予定。 

世界各国へ向け日本のゴルフ観光について詳細な
情報提供を行う予定。 
 開催日 平成23年11月14日～17日 
 開催国 トルコ 

国内関係者に向けてはスポーツ観光
マイスターをゴルフ業界から任命する  

○旅行会社招請及びメディア招請 
平成22年度出展の結果、詳細な情報提供及びファ

ムトリップの必要性を説くオペレータが多かったため
旅行会社招請を実施することで商品造成を促進する

イ タ を ル 業界から任命する
と共にセミナー等を活用しインバウンド
の取り組みへの意識向上を図る 

旅行会社招請を実施することで商品造成を促進する
と共にまだまだ認知度の低い日本のゴルフ観光の認
知度を上げるためのメディア招請を実施する予定。 
 

○インバウンド受入に積極的な組織等のネットワーキングを行
い日本として海外にプロモーションできる体制造りを進める予定。 
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世界体操 in 東京（１０月）事前合宿の受け入れについて 
 

開催概要 

【大会開催期間（競技実施期間）】 

 ２０１１年１０月７日～１６日 １１日間 （開会式１０月６日・閉会式１０月１６日） 

 

【大会会場】

開催概要

【大会会場】

 ○競技会場 東京体育館メインアリーナ 
 ○練習会場 東京体育館サブアリーナ・国立霞ヶ丘競技場内霞ヶ丘体育館・国立代々木第一体育館 
 
【開催概要】 

○主催 国際体操連盟 ○主催 国際体操連盟  
 ○主管 財団法人日本体操協会 
 ○運営主体 ２０１１世界大会東京大会実行委員会 
 ○開催種目 ２０１２ロンドンオリンピック出場予選大会 
 （男女団体選手権・男女個人総合選手権・男女種目別選手権）（男女団体選手権 男女個人総合選手権 男女種目別選手権）
 
【開催コンセプト】 
 ○ＣＯＯＬ 
 
【参加者】【参加者】 
 選手６００名（約８０ヶ国）・体操関係者２１５０名・報道関係者６００名  
  
 
 大会前の合宿受け入れ

 

○２００２年日韓ワールドカップ、その他国際大会等のイメージで、  

 各地で各国のチームを受け入れ、国際交流・地域振興につなげる。 

大会前の合宿受け入れ
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○経費等は協会と調整中 
 



平成23年度予算連携事項 スポーツ+観光 

文部科学省 スポ ツツ リズムの推進文部科学省
＜スポーツ立国戦略＞ 

スポーツツーリズムの推進 

５つの重点戦略
平成22年8月26日策定 

国際スポーツ 
キャンプの招致 
・開催支援

•ライフステージに応じたスポーツ機会の創造 
•世界で競い合うトップアスリートの育成・強化 

「 際競技 会 招致 催支援 ポ ズ 促進

５つの重点戦略 

・開催支援 
 

  「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」

•スポーツ界の連携・協働による「好循環」の創出 
•スポーツ界における透明性や公平・公正性の向上 
•社会全体でスポーツを支える基盤の整備

○国際スポーツキャンプの招致・開催支援（文部科学省） 

観光庁 
＜ ポ ズ 推 中 報 ＞

•社会全体でスポ ツを支える基盤の整備

＜スポーツツーリズムの推進について 中間報告＞ 

スポーツ観光
取り組み目標 

平成22年7月28日策定 

観光庁全体のスポ ツ観光 
支援事業 

 

•「観るスポーツ」「するスポーツ」などのスポーツツアーの造成 
•インバウンドを対象としたチケッティングの改善 
•国際大会等を通したスポーツの国際化・国際交流の推進 

観光庁全体の 
予算で対応 
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国際大会等を通 国際 国際交流 推進
•スポーツ施設の魅力化とスポーツを核としたまちづくりの推進 



スポーツ観光 ロゴ／キャッチフレーズ 

ロゴマーク

☆スポーツ観光の趣旨に適ったイベント、旅行商品に使用できます！ 

ロゴマーク
スポーツ観光推進の旗振り役である、観光庁の英語
標記“Japan Tourism Agency”の頭文字「ＪＴ

から成るキ が グする姿を表現Ａ」から成るキャラがランニングする姿を表現。 
足下の球体は地球を模しつつ、「観る」「する」
「支える」のスポーツの世界が、自律的な取組サイ
クルにより持続的な発展を遂げていく様を表現。 

キャッチフレーズ  Active Japan ! ! Sports-tourism 
「スポーツを観てして、観光をして、日本を元気にしよう！ 

億 人 んな ポ 観光だ １億２８００万人、みんなでスポーツ観光だ！
 人生をアクティブに楽しもう！」 
という熱い思いでスポーツ観光を推進し、インバウンド拡大と地域活性化に貢献
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する、強い決意が込められている。 



創設趣旨 任命方法等 

スポーツ観光マイスター（観光庁長官任命） 平成２３年１月現在 
 

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ＰＲ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 層の機運醸成を図る

・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。 

光推進の一層の機運醸成を図る。 

現在のマイスター 

寺田陽次郎（ル・マン） フィリップ＝トルシエ(サッカー) 
元日本代表監督で現在はＦＣ琉球

小原工（トライアスロン） 
アジア大会５回優勝で シドニーオ

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ヨーロッパで
の抜群の知名度を活かしての訪日観光Ｐ
Ｒを期待 

元日本代表監督で現在は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。 

アジア大会５回優勝で、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。 

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

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

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げる。日本の貴重な観光資源であるビ

チを守る活動も推進中。 ビーチを守る活動も推進中。 

篠宮龍三（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ） 
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

界的な 度 訪 観
光ＰＲを期待。 

荻原健司（スキー） 
ノルディック競技の選手として 
92・94年の冬季オリンピック 
2大会連続で金メダルを受賞。

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。88・92・96
年とオリンピック３大会連続出場。

界4位）である115mの記録を持つ。
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している。 

小林可夢偉（Ｆ１） 
現役Ｆ１ドライバー。 

船木和喜（スキー） 
長野オリンピックではＬＨ個人、 
団体で金メダル。ＮＨで銀メダル

2大会連続で金メダルを受賞。
現役時代の活躍から、「キング・ 
オブ・スキー」の異名を取る。 

年 オリ ック 大会連続出場。
199５年にはセリエＡと日本人初のプ
ロ契約。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。 

ドラガン＝ストイコビッチ(ｻｯｶｰ) 
現名古屋グランパス監督。

９歳でカートを始め、全日本カートチャン
ピオン、ＧＰ２アジアシリーズチャンピオ
ンを経て、2009年Ｆ１デビュー。今年は
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。 

団体で金メダル。ＮＨで銀メダル
を獲得。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。 

現名古屋グランパス監督。 
現役時代は、フランス、イタリア、
日本などのクラブでプレー。Ｗ杯に
も90・98年と２大会出場し、国際
的な知名度が高い。母国セルビアと
の架け橋を期待。 -28- 



「スポ・ツー・ナビ」の開設について 

観光庁サイト上に スポーツ観光情報発信の専門サイトを開設し

【名称】 「スポ・ツー・ナビ」

観光庁サイト上に、スポーツ観光情報発信の専門サイトを開設し、
スポーツ観光に関する情報を総合的・一元的に発信している。 

【名称】   「スポ ツ ナビ」
       http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sports.html  
【コンテンツ】 

１．スポーツ観光の意義 
観光庁と ポ 観光 り組む意義を解説  観光庁としてスポーツ観光に取り組む意義を解説。

２．長官メッセージ（毎月更新） 
  観光庁長官からの、スポーツ観光にまつわるメッセージを月１回発信。 

わかりやすい言葉で思いを語る内容とし、スポーツ観光の機運醸成を図る  わかりやすい言葉で思いを語る内容とし、スポ ツ観光の機運醸成を図る。
３．スポーツ情報コーナー 
  競技団体・チームのへリンクし、スポーツ日程等の情報を入手を可能にする。 
４．観光庁が後援するスポーツイベント 

観光振興に資する ポ イベ トを積極的に後援し 情報を発信  観光振興に資するスポーツイベントを積極的に後援し、情報を発信。
５．スポ・ツー・ＴＶ 
  YouTubeにてスポーツ観光関連動画（ＰＲ動画や観光庁後援イベント動画）を公開。 
６ 観光情報コーナー６．観光情報コ ナ  
  市民参加型スポーツイベント、スタジアム周辺の観光情報等を発信。 
７．スポーツ・ツーリズム推進連絡会議メンバーＨＰへのリンク（調整中） 
  旅行会社、チケット取扱会社へリンクし、スポーツへの関心を旅行需要に仕向ける仕組みに。 

今後も幅広い団体・企業・自治体とタイアップし情報を充実。真の「スポーツ観光のポータルサイト」を目指す。 
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スポーツ観光の情報発信（一例） 

ポ 観光 イ タ 関係 ポ 観光全般 Ｈ22 12 5スポーツ観光マイスター関係 スポーツ観光全般 Ｈ22,12,5 
サンケイスポーツ 

Ｈ
23,

1,

Ｈ22,8,5 東京中日スポーツ 

23 

日
本
海
新
聞 

Ｈ22,7,9 
東京中日スポーツ 

Ｈ22,11,11  
南波日日新聞 

Ｈ22,12,24 スポプレ 

Ｈ22,11,11  
奄美新聞 

実証実験関係 Ｈ23,1,4 福島民報 

Ｈ22,7,9 琉球タイムス 

Ｈ22,10,19 スポーツ報知 
Ｈ22,9,26 朝日新聞 

Ｈ22,10,25 日経ＭＪ 
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情報提供も歓迎 何でもお気軽に
スポーツを核とした観光振興によるインバウンド拡大、

スポーツ観光相談窓口 

※「スポーツ観光窓口」は、観光庁スポーツ観光推進室が提供するワンストップ 

情報提供も歓迎。何でもお気軽に
ご相談ください！ 

スポ 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、自治体の皆様・・・ 

国による 
サポ トはないか？

スポーツと観光を結
びつけたいが、どう

したものか？ 観 、観 観
 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 ツ観光振興に資する関連支援メニ の紹介

こ
ん
な

サポートはないか？
したものか？

他の団体ではどんな      
ことをしているのか？ 

・スポーツ観光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、経産省など） 
・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。 

な
と
き
は
・
・

☆後援名義・長官賞・長官行事出席・挨拶についてもご相談下さい！ 
☆観光庁サイトへの情報掲載（リンク）も随時！ 

・ 

観光庁では、横断的プロジェクトチームを 
設置してスポーツ観光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

【室長】 
スポーツ観光推進室長 スポーツ観光情報提供・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。 
 

電話：03-5253-8111 

スポーツ観光推進室長 
坪田 知広 
(27-711) 

スポ ツ観光
連絡用メーリングリスト 

kanko-sports@ml.mlit.go.jp 
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スポーツ観光政策官 
原田 吉啓 
(27-708) 

スポーツ観光政策官 
大野 晋 
(27-115) 

スポーツ観光政策官 
中村 達也 
(27-821) 

スポーツ観光政策官 
廣本 国雄 
(27-517) 

スポーツ観光政策官 
谷岡 弘邦 
(27-116) 

スポーツ観光政策官 
進藤 昭洋 
(27-120) 



宿泊先におけるスポーツ観光情報提供 

観光協会・宿泊施設・ホテル旅館連盟等に対し、宿泊者向け情報（テレビ番組表 
天気・館内施設案内）とともに、スポーツ観光情報の提供を促す。 

意識啓発

観光圏 提供するスポーツ観光情報等（例） 

国民の意識啓発○見るスポーツ 

野球・サッカー等のプロスポーツや様々なスポーツ大会・試合のスケジュールを情報提供 
することにより、観光×観戦の相乗効果を目指す。 

○するスポーツ 

 

施設周辺のランニング・ウォーキングマップや、バッティングセンター、ゴルフ練習施設、 
テニスコート等を情報提供することにより、宿泊者の滞在時間の増加や周遊促進をおこなう。 
 

 
 

○スポーツグッズのレンタル 

ランニングシューズやウェア、テニスラケット、ゴルフクラブ等を宿泊施設でレンタルすることにより、 
宿泊者が周辺で身体を動かすき かけづくりをお なう宿泊者が周辺で身体を動かすきっかけづくりをおこなう。
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