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はじめに
平成２１年１２月、国を挙げて観光立国の実現に取り組むため、国土交通大臣を
本部長とし、全府省の副大臣等で構成する「観光立国推進本部」が立ち上げられた。
そして本部の下に置かれた「 1観光連携コンソーシアム」において翌２２年１月、政府
の会議として初めて「スポーツ観光」が採り上げられ、これを受けて同年５月１８日に
スポーツ団体、観光団体、スポーツ関連企業、旅行関係企業、メディア及び文部科学
省など関係省庁が一同に会する「スポーツ・ツーリズム推進連絡会議」（以下「本
会議」という。）が誕生した。
本会議及びその下に置かれた４つのワーキングチーム（以下「ＷＴ」という。）
は、延べ二十数回に及ぶ会議を開催し議論を積み重ねると同時に、ＷＴが抽出した
諸課題を「実証実験」及び「調査」で検証を進め、このたび、課題解決のための着眼点や
方策を「スポーツツーリズム推進基本方針」（以下「基本方針」という。）として取り
まとめた。
スポーツツーリズムは、日本の持つ自然の多様性や環境を活用し、スポーツという
新たなモチベーションを持った訪日外国人旅行者を取り込んでいくだけでなく、
国内観光旅行における需要の喚起と、旅行消費の拡大、雇用の創出にも寄与する
ものである。
本年３月１１日に発生した東日本大震災により、東北地方を中心に甚大な被害が生
じ、風評被害を含め観光を取り巻く状況は一変したが、これからの日本の復興にスポー
ツと観光の果たす役割は大きく、その両者が融合したスポーツツーリズムが発揮でき
る力は極めて大きいと考える。
スポーツツーリズムの火は灯ったばかりであり、観光立国日本の早期実現に向け、
スポーツとツーリズムの融合という未来志向の発想、かつ観光産業のイノベーションと
なる旅行形態の発展が求められているのは明らかである。
本「基本方針」が、スポーツ及び観光に関わる多くの方々や地方公共団体の実務担当
者などに幅広く活用され、スポーツツーリズムの一層の推進が図られることを期待す
る。
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観 光連携 コンソ ーシア ム： 多様な観光メニューについて、総合的な振興策の検討を行う関係府省の副大臣、大臣政務官等で構成す
るワーキングチーム。
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Ⅰ．スポーツツーリズムとは
１．スポーツとツーリズムの融合で目指すべき姿
我が国には、プロ野球、Ｊリーグ、ラグビー、プロゴルフ、大相撲、柔道、体
操、公営競技などの国際的に高い評価を受け、既に日本独自の文化となった「観る
（観戦）」スポーツが存在する。そして、豊かな自然環境や美しい四季を利用した、
スキー、ゴルフ、登山、サイクリング、海水浴、さらに今日では、全国各地の魅力
的な都市・地域で開催されている市民マラソンなど、多くの国民が親しむ「する」
スポーツが存在する。
特に、地域の自然環境を活用したラフティングやトレッキングなどのアウトドア
レジャー、海洋国ならではのマリンスポーツやダイビングなどのオーシャンスポー
ツ、また山岳国の強みを活かしたスキー、登山、ヒルクライム、パラグライダーな
どのアウトドアスポーツは、我が国の観光振興において極めて高い潜在力を持って
いる。
さらに、これらの「観る」スポーツや「する」スポーツを「支える」地域、団体・
組織やスポーツボランティアが存在する。我が国はアジア有数のスポーツ先進国で
あり、スポーツを取り巻く環境は他のアジア諸国と比較して優位である。
スポーツツーリズムとは、こうした日本の優位なスポーツ資源とツーリズムの融
合である。
スポーツツーリズムは、スポーツを「観る」「する」ための旅行そのものや周辺地
域観光に加え、スポーツを「支える」人々との交流、あるいは生涯スポーツの観点
からビジネスなどの多目的での旅行者に対し、旅行先の地域でも主体的にスポーツ
に親しむことのできる環境の整備、そしてＭＩＣＥ推進の要となる国際競技大会の
招致・開催、合宿の招致も包含した、複合的でこれまでにない「豊かな旅行スタイ
ルの創造」を目指すものである。
このようなスポーツツーリズムの推進は、観光立国日本の実現に大きく寄与する
ことが期待されつつも現状では課題が山積しており、それらを乗り越えて解決を図
る必要がある。そのためには、スポーツツーリズムに関わる関係者が目指すべきス
ポーツツーリズム推進の使命・目標を明確にする必要がある。
「より豊かなニッポン観光の創造」
スポーツツーリズムを推進する使命・目標は、スポーツツーリズムによる「よ
り豊かなニッポン観光の創造」である。この使命・目標は、スポーツを通じて
新しい旅行の魅力を創り出し、日本の保有する多種多様な地域の観光資源を顕
在化させるといった、“スポーツをテーマにした観光魅力化による感動の実現”
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を意味する。
この使命・目標を関係者が共通に理解し、訪日外国人旅行者の増加及び、国内
観光旅行の活性化を図っていくことが求められる。
「スポーツとツーリズムの更なる融合」
「スポーツ」と「ツーリズム」は、実際はかなりの部分で重なりつつもそれぞ
れ別の概念として認識されていたが、両者を更に意図的に融合させることで、目
的地へ旅する明確な理由を作り出し、これまでにない新しい価値、新しい感動が
誕生する。それと同時に、今までにないスポーツ産業、観光産業の新しい収益構
造も生み出すことができる。
スポーツツーリズムによる様々な経済的利益を旅行関係企業だけでなく、旅
行者を受け入れる地域において、スポーツ団体、そしてビジネスとして関わる関
係者が分かち合い、相互に協力して地域全体でスポーツツーリズムを推進する環
境を創り出すことが必要である。

２．スポーツツーリズムに期待する効果
スポーツツーリズムは、観光立国推進基本法に基づく2観光立国推進基本計画の
観光立国の実現に関する各目標について、次のような効果が期待できる。（図表１
参照）
① 訪日外国人旅行者の増加
これまでの観光で顕在化していなかった日本の魅力や奥深さをスポーツという
新たなテーマで伝えることにより、日本においてスポーツに触れるというストーリー
を創造し、新たな日本の観光のブランド創出や訪日モチベーションの向上に結び
つけることが期待できる。
② 国際イベントの開催件数増加
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・開催だけでは
なく、卖一競技の国際大会や地方公共団体等が主催する中小規模のスポーツ交流
イベント、さらに、国際オリンピック委員会（以下「ＩＯＣ」という。）や国
際競技団体（以下「ＩＦ」という。）が主催するスポーツ関連の国際会議を積
極的に開催することにより、国際イベントの開催件数増加が期待できる。
③ 国内観光旅行の宿泊数・消費額の増加
プロ野球やＪリーグをはじめとした「観る」スポーツの観戦行動に新たな観光
の魅力を加味することや、アクティブに地域の魅力を楽しむためのトレッキング
2

観光立国推進基本計画：観光立国基本法により政府が平成１９年６月に策定した観光立国実現のためのマスタープラン。
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やサイクリング、スポーツイベントへの参加など、「する」スポーツのコンテン
ツ開発により、新たな旅行行動を喚起し、宿泊数の増加、旅行消費額の拡大が期
待できる。
図表１

観光立国日本の実現
訪日外国人旅行
者の増加
３０００万人を
目指して

国際イベントの
開催件数増加
５割増やし
アジア最大へ

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

年間４泊へ

年間３０兆円へ

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」の成果が期待できる
新たな訪日モチ
ベーションの提供

もう一泊に繋がる
旅の提案

国際競技大会・
会議の招致活動

旅行先での新た
な選択肢の提供

さらに、スポーツツーリズムの推進は、スポーツ観戦者・参加者の拡大や国際競
技大会の招致・開催の増加による競技力向上を含めたスポーツ振興はもちろん、関
係省庁との連携により次のような効果も期待できる。
① 活力ある長寿社会づくり
大自然の中でのウォーキングなどスポーツを健康づくりの手段として活用
することで、国民心身の健康の保持増進や効果的なリハビリテーション、介
護予防、その結果として医療・介護費の抑制等が期待でき、明るく活力のあ
る長寿社会づくりに貢献できる。
② 若年層の旅行振興
旅行離れが進むと言われる若年層に魅力的なスポーツをテーマとした旅行
商品づくり（「スポーツ婚活」旅行など）を促進することにより、若年層の
旅行需要拡大につながり、旅行市場全体を活性化することが期待できる。
③ 休暇に関する議論の活発化
国民の多くが親しむ余暇活動であるスポーツをテーマとした行動喚起により、
国民全体の休暇に対する意識が高まることや、有給休暇の取得促進や休暇に関す
る議論が活発化することが期待できる。
④ 産業の振興
アウトドアスポーツなどの活性化により、衣料品やスポーツ用具のメーカ
ーなどのスポーツ産業が、サイクリングやロードレースの普及により自転車
4

メーカーや輸送産業が、モータースポーツや公営競技の支援により車両メー
カーをはじめとした自動車産業が、といった具合に幅広い産業の振興につな
がり、新たな雇用の創出が期待できる。
⑤ 国際交流の促進
国際競技大会のみならず、スポーツ交流イベントはジュニアからシニアま
での幅広い世代における比較的気軽な国際親善交流を可能とし、これにより
二国間・多国間の相互理解が深まり安全保障にも貢献できる。
なお、昨年８月に文部科学省が策定した「スポーツ立国戦略」においても「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」が盛り込まれた。「スポ
ーツ立国戦略」が目指す、我が国の「新たなスポーツ文化の確立」及び「ライフス
テージに応じたスポーツ機会の創造」をはじめとする重要戦略及び施策全体がスポ
ーツツーリズム推進にも密接不可分な関係性を有する。
（参考）「スポーツ立国戦略」（平成２２年８月２６日文部科学省）

（抜粋）

Ⅲ．５つの重点戦略の目標と主な施策
２．（４）
１）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
関係省庁、地方公共団体、ＪＯＣ、ＮＦ等と連携し、国際競技大会の招致・開催
や各国の代表選手等の合宿の誘致への支援を積極的に行い、競技力向上を含めたス
ポーツの振興や地域の活性化等を図る。
また、訪日外国人による稽古見学・武道体験等の機会を設けるなど、観光庁等と
連携しつつ、スポーツ・ツーリズムを促進する。

３．スポーツを活用した観光まちづくり
スポーツツーリズムの推進のためには、新たなスポーツコンテンツの発掘及び開
発、大会の招致・開催など多くの事柄において、スポーツツーリズムの現場である
地域の理解と協力が必要である。魅力的で他と差別化されたスポーツコンテンツは、
まちの魅力、活性化にもつながり、スポーツツーリズムから旅行者で満ちあふれる
観光まちづくりが実現されると考える。
このようなスポーツを活用したまちづくりで新しい観光価値の創造を図っていく
ためには、企業（宿泊施設、観光施設、交通機関、旅行会社、飲食店、商店など）や
観光協会などを代表とした観光団体と、スポーツ団体との連携・協働を効率よく機能
させることが必要であり、これらメンバーと行政から成る連携組織も必要である。
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また、企業だけでなくスポーツツーリズムによる地域の経済的、社会的、教育的な
価値を地方公共団体の首長が理解し、推進を行い、地方公共団体における観光セクシ
ョンとスポーツ振興セクションの融合や協力体制を構築していくこと、スポーツツー
リズムの窓口となる担当者を置くことも必要である。地域は、スポーツ施設の整備だ
けに限らず、大会などの魅力あるコンテンツづくり、大会・合宿の招致、プロスポー
ツの誘致など、スポーツツーリズムを担う連携を観光まちづくりの一環として政策に
位置づけることが求められる。（図表２参照）
なお、国は、地方公共団体の取組の過不足を補うことや外国との対応を第一とす
るが、スポーツツーリズムが自律的に発展する段階に至るまでの当分の間は、イベ
ント情報の集約・発信や成功事例の収集・提供などに関しても必要な支援を行うこ
とが求められる。また、観光庁の地方ブロック支社の役割を果たす地方運輸局等を
最大限活用していくことが重要であり、都道府県域を越えた広域連携や全国レベル
のスポーツ団体との連絡調整のほか、地方整備局・地方農政局・経済産業局など他
の国の地方機関との総合支援を講ずる観点から、地方運輸局等においては相談窓口
を明確にし、ワンストップサービスに努めるとともに管轄ブロック内の情報収集と
関係機関・団体との連携・ネットワーク化を一層強化する必要がある。
図表２

スポーツを活用した観光まちづくりの課題

地域のミッション
地域の民間観光ステークホルダー（当事者）

宿泊施設

観光施設

旅行会社

交通機関

飲食店

商店

観光団体

連携
推進

スポーツ団体

観光セクション

地方公共団体

スポーツ振興セクション

国のミッション

ノウハウの提供・ネットワークの構築
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Ⅱ．スポーツツーリズムの可能性の検証
スポーツツーリズムの推進には、そのイメージ不足もあって懐疑的な見方もあること
から、親和性のあるスポーツツアーの企画を立て、ファムトリップを中心に一般商品化
の可能性を実証実験により検証した。

１．スポーツツアーの商品化に向けた検証

～ファムトリップ等による実証実験の成果～

① ゴルフクリニック（するスポーツ）×ショッピング
富裕層を中心に今後ゴルフ客の増加が期待される中国マーケットを想定し、ゴル
フクリニック（ラウンドでのプレイとレッスンの組み合わせ）と質の高い日本製の
スポーツアイテムのショッピングを組み合わせたツアーの可能性について検証。
［結

果］

・中国人富裕層への商品化の可能性が高い。
・ スポーツアイテムのみのショップよりショッピングモールのように多種類の商
品の購入が一度にできる場所を組み込む方が効率的。
・中国人は、ゴルフに対する考え方やプレイの慣習が日本人と異なるため、ゴルフ
場側が中国人旅行者と日本人会員の人数バランスに配慮する必要。
・商品化を図るためには、訪日外国人旅行者の受け入れに積極的なゴルフ場の情報
を発信し、受入体制の強化と情報共有のための仕組みづくりが必要。
② リゾート地×ゴルフクリニックツアー（するスポーツ）
韓国からのゴルフ客を先進的に受け入れる宮崎県宮崎市の「フェニックスシーガ
イアリゾート」において、ゴルフクリニックツアーの可能性について低価格・ラウ
ンド重視のツアーを企画し検証。
［結

果］

・コース、クリニックともに商品としての可能性について高い評価を得たものの実
際の販売数はあまり伸びず。
・施設に対する評価は高いため、クリニック以外のコンテンツ開発と共に韓国人旅
行者に対するマーケティングが引き続き必要。
③ ウィンタースポーツ（するスポーツ）×周辺地域観光
オーストラリア人を中心に本格的なスノーリゾート地となっている北海道ニセコ
町での中国人向けのツアーの可能性について検証。また、受入における課題を長野
県軽井沢町でのファムトリップとスキー会員を持つクラブに向けインターネット
調査により確認。
［結

果］

・中国人の富裕層を中心とする観光コンテンツになる可能性を確認。言語対応・ス
タッフの対応についても高い評価。スキー場の「クオリティの高さ」に対する
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期待がソフト・ハード両面で高く評価。
・ショッピングや温泉などの周辺観光の魅力は、期待値及び体験後の満足度とも
に高い評価。韓国ではスキーは若年層のスポーツのイメージが強いのに対し、
中国では富裕層のスポーツとしてのイメージが強く、各国のターゲットニーズ
に合わせた商品造成、ＰＲが必要。また、ウエア等のレンタルやスキースクー
ルなどのシステムも高く評価。
・インターネット調査の結果では、日本のスノーリゾートへの来訪経験者は１５
％であるが今後の来訪意向者は７７％と大きな需要拡大を期待。来訪意向者が
スノーリゾート以外で期待するポイントは「温泉」２４％、「ショッピング」
１８％。周辺観光への期待が５８％と高く、ウィンタースポーツに他の観光要
素を加えたツアーの受容性を確認。「雪質」３８％「スキー場の設備」２７％
へも高い期待。
・ヨーロッパや韓国などのスキー場への関心も同様に高く、これら競合国との差
別化が重要なポイント。
④ プロ野球観戦（観るスポーツ）×周辺地域観光
北海道日本ハムファイターズ観戦（「札幌ドーム」見学を含む。）と札幌観光
（冬季オリンピックの舞台であった「大倉山シャンツェ」のサマージャンプ練習
見学、「札幌ウィンターミュージアム」、さっぽろオータムフェスト、ワインガ
ーデン、スポーツアイテムショッピング）を組み合わせたツアーの可能性につい
て、札幌在住の外国人を対象に検証。
［結

果］

・ツアー内容については概ね好評で、外国人に向けた新機軸の着地型商品の受容性
を確認。スポーツアイテムに特化したショッピングについては評価が分かれ、全
体として多言語対応や国別に異なるニーズへの対応などが課題。
⑤ Ｆ１観戦（観るスポーツ）×周辺地域観光
韓国・中国・チェコ・フィンランドのメディア関係者（モータージャーナリス
ト）と、中国・韓国・アジアの旅行会社の社員、韓国人旅行者などを対象に、Ｆ１
観戦と三重県観光を組み合わせたツアーの可能性について検証。
［結

果］

・チケット購入方法やサーキット内の案内などについて多言語化に課題はあるが、
周辺地域を加えたツアー企画には概ね好意的な評価。Ｆ１観戦が主目的のツア
ーであっても、その前後の日程に周辺地域観光を加え、旅行消費額の増加を目
指すことが可能。
・本年は日本グランプリと韓国グランプリの連続週開催（間４日）が予定され、訪
日外国人旅行者及びメディア関係者の日本滞在を延長し、日本の魅力を売り込む
絶好の機会。
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⑥ プロ野球日韓戦（観るスポーツ）×ドームツアーと野球博物館（スポーツ施設）
中国・台湾の旅行会社、ヨーロッパ対応旅行会社の商品造成担当者、韓国のス
ポーツマネジメントを学ぶ学生を対象にプロ野球日韓戦と「東京ドーム」の施設見
学、野球博物館を組み合わせたツアーの可能性について検証。
［結

果］

・大半が「総合的にみて満足」と評価しているが、競技に対する認知度により商品
化の意向に格差。
・野球に対する認知度の高い台湾や韓国は、ツアーの商品化、特にオプショナルツ
アーとしての可能性があると評価。一方、日程や料金、空席情報など日本国内の
観戦スポーツ情報への海外からのアプローチが困難との指摘も。
・情報の多言語対応、チケットの確保やキャンセル時の対応、日本にある海外の旅
行会社がチケット手配を交渉するスポーツ団体側の窓口、旅行者の海外でのチケ
ット購入ルールなどの明確化が必要との指摘。商品造成におけるチケット入手方
法に関わる情報が量・質ともに不足。
⑦ 競馬（観るスポーツ）×Ｊリーグ観戦（観るスポーツ）
海外の旅行会社のツアー造成担当者と、海外メディア関係者、観光専門学校の
留学生を対象に「東京競馬場」での競馬博物館やＶＩＰダービーズルームの見学、
乗馬体験とＦＣ東京のホームスタジアムである「味の素スタジアム」でのＪリーグ
観戦とピッチやＶＩＰ・団体向け施設見学というツアーの可能性について検証。
［結

果］

・日本中央競馬会（以下「ＪＲＡ」という。）では既に平成１８年より各施設一斉
に「ＨＯＷｔｏＢｅｔ」などの多言語（英語・ハングル・繁体字・簡体字）対応な
どの受入体制の整備が進み、海外との相互交流を積極的に実施。
・ＪＲＡは、昨年秋よりこれまで関係者専用であった「東京競馬場」のダービーズ
ルームの団体向け販売を開始し、商品化に向けて大きな期待。本年には中国を対
象とする団体旅行商品プロモーションも実施する予定。
・ファムトリップに参加した記者の手により、Ｗｅｂでの中国・中近東への記事発
信や海外の日本語版に２週に亘り特集記事（各１面使用）も。
⑧ ボートレース（観るスポーツ）×野球スタジアム・武道館（スポーツ施設）
海外の旅行会社の中国、台湾、韓国向け商品造成担当者を対象に屋形舟によるレ
ース観戦やアートミュージアムを備える「ボートレース江戸川」と「千葉マリン
スタジアム」「日本武道館」を見学するツアーの可能性について検証。
［結

果］

・観戦や見学等を組み合わせたツアー造成の可能性を確認。ボートレースはスポー
ツの切り口や観光地としてのアピールよりギャンブルの切り口での理解が容易。
・屋形舟によるレース観戦など、現在の国内団体向けツアー商品の訪日外国人旅行
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者に向けた展開の可能性を確認。
・「日本武道館」をはじめ武道の外国人に向けた取組は、ツアー商品化に十分な可
能性。「千葉マリンスタジアム」のパーティーズルームについては、団体向け
商品を本年４月から販売実現へ。

２． スポーツツアーを売り込む国別戦略

～ターゲット国ニーズ調査の結果～

インバウンド（訪日外国人旅行）におけるスポーツツーリズムのターゲット国・
地域として想定される韓国、台湾、中国、オーストラリアに対してインターネット調査
により、スポーツに対する意識、参加状況、海外旅行先でのスポーツ観戦・参加の経
験、旅行情報・スポーツ情報の入手経路、訪日旅行中のスポーツ観戦・参加意向などを
尋ね､ツアーの可能性を確認。調査対象は海外旅行経験のある２０～６９歳の男女とし、
スポーツに全く興味がない人を除き各国・地域ごとに４００件のサンプルを回収。
①ターゲット国ごとのニーズ
全体のうち、調査結果に大きく影響を与えると思われる訪日旅行経験者の割合は、
韓国５２％、台湾７０％、中国６１％、オーストラリア１１％であり、それらのう
ち今後の訪日旅行意向者は韓国９５％、台湾９９％、中国９１％、オーストラリア
６５％となっている。
訪日旅行経験者の旅行目的のうち、スポーツツーリズムに関する項目を回答した
人は４か国とも尐ないものの、オーストラリアと台湾はウィンタースポーツの経験
者が１割程度、中国ではウィンタースポーツ、アウトドアスポーツが２割強、その
他の項目も１割程度。海外旅行頻度が高い層ほど目的として挙げられているスポー
ツコンテンツも多様。
図表３は、「今後の再訪日旅行でしたいこと」を尋ねた結果、いずれの国もスポー
ツ関連項目ではウィンタースポーツがトップで、次いでアウトドアスポーツ。ウィ
ンタースポーツは中国では３２％、台湾で２４％、韓国、オーストラリアが１割強、
アウトドアスポーツは、中国２３％、台湾１３％、韓国、オーストラリアが１割弱。
図表３
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0.8

韓国

381
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1.0
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0.0

台湾

395

6.6
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3.8

24.1
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10.6

0.3

中国

364

6.6

15.9

17.3

31.9

23.1

19.8

0.5
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図表４は、日本で観戦・参加できるスポーツを提示し、観戦・参加意向を確認した
結果。いずれの国も「相撲観戦」と「スキー」が上位５位以内。中国以外の国では
「雪山での雪遊び・スノーシュー・ソリなど」、オーストラリア以外の国では「プロ
野球観戦」が上位。
オーストラリアと中国では、「柔道など武道観戦」の意志が高く、「フィギュアス
ケート大会の観戦」も各国とも上位。相撲、柔道など日本の伝統スポーツ、「スノー
ボード」も含めた雪山でのウィンタースポーツや体験、アジア圏での「プロ野球観戦」
などのツアーの可能性の大きさを確認。
日本の様々な観光資源と共に「今後の訪日旅行でしたいこと」を尋ねた結果、選
択肢「プロスポーツ観戦」と聞いた時には５％前後であったものが、スポーツに限
って「相撲観戦」や「プロ野球観戦」など具体的なスポーツ名を示した結果、スキ
ーやアウトドアスポーツなどの「する」スポーツより高い反応。
図表４
1
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1
2
3
4
5
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8
9
10

日本で観戦・参加してみたいスポーツ (各国n=400)

中国
相撲観戦
プロ野球観戦
スキー
柔道など武道観戦
プロサッカー（Jリーグ）観戦
バレーボール国際大会観戦
フィギュアスケート大会の観戦
ゴルフ
雪山での雪遊び・スノーシュー・ソリなど
F1の観戦

54.0
44.5
42.5
41.8
40.0
36.8
31.5
27.5
27.5
24.3

韓国
プロ野球観戦
雪山での雪遊び・スノーシュー・ソリなど
相撲観戦
スキー
スノーボード
フィギュアスケート大会の観戦
F1の観戦
プロサッカー（Jリーグ観戦）
ゴルフ
柔道など武道観戦

42.0
37.3
23.5
20.8
16.3
15.8
15.5
14.0
13.5
9.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

（％）

台湾
プロ野球観戦
スキー
雪山での雪遊び・スノーシュー・ソリなど
相撲観戦
フィギュアスケート大会の観戦
都市のスケートリンクでのスケート体験
Ｆ１の観戦
プロサッカー（Ｊリーグ）の観戦
柔道など武道観戦
競馬国際レース観戦

60.0
41.8
39.0
36.5
34.0
24.5
23.0
21.5
16.5
15.3

オーストラリア
相撲観戦
柔道など武道観戦
雪山での雪遊び・スノーシュー・ソリなど
F1の観戦
スキー
フィギュアスケート大会の観戦
プロ野球観戦
都市スケートリンクでのスケート体験
スノーボード
ラグビーの国際大会観戦

45.5
25.8
23.8
22.0
21.3
18.5
17.3
15.5
15.3
14.8

これは、漠然と日本旅行と聞いただけでは日本の魅力的な「観る」スポーツの要
素がイメージされていないことが一因と考えられ、訪日外国人旅行者に対して「観
る」スポーツの情報発信により訪日動機が高まることを期待。
今回の調査では、「観る」スポーツの「プロ野球」「Ｊリーグ」「大相撲」「す
る」スポーツの「スキー・スノーボード」「ランニング」「アウトドアスポーツ」
について、それぞれの魅力の説明とビジュアルを提示して観戦・参加意向を尋ね、
説明文では、今後のツアー造成の参考とするため、スタジアム観戦やフィールドの
魅力の説明も加えている。
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結果では、いずれも中国での意向が高く、オーストラリアで相対的に低い評価。４
か国トータルでみると（図表５）、観戦・参加の意向は「機会があれば観戦・参加し
てみたい」を含め、「スキー・スノーボード」が８８％と最も評価され、「プロ野球
観戦」が８５％でほぼ並び、以下、「相撲」７７％、「Ｊリーグ」７５％、「ランニ
ング」５７％の順。
図表５

スポーツにその他の魅力を付加した際の観戦・参加意向 (n=1600)
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観戦したい・訪れたい
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15.4

48.4
36.4

アウトドアスポーツ

80%

49.3

26.2

相撲
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40%

23.4
37.5

35.9
35.3

（％）

12.1
42.6

42.2

機会があれば観戦・参加したい
機会があれば観戦したい・訪れたい

22.6
観戦・参加したいとは思わない
観戦したい・訪れたいと思わない

観

「スキー・スノーボード」は、「リフトやレストハウス、宿泊施設など設備が整っ
ている」「雪質が良い」のほか、中国・台湾では「最新のウエアや用具がレンタル
でき、手ぶらで行ける」等の要素も高く評価されている。また、「プロ野球観戦」は
国別に傾向は異なるものの「観戦記念グッズのプレゼント」や「ＶＩＰ席での観戦」
「グラウンドに立って投球体験、バッティング体験ができる」等が求められており、
観戦に他の楽しみを付加することで魅力が高まることが確認できた。

戦

図表６は、各国における海外旅行の情報源を確認した結果。全体では「旅行会社の
ホームページ」がトップ。以下「友人・知人からの口コミ」「旅行会社の店頭」「旅
行会社のパンフレット」「旅行雑誌」等が上位。オーストラリアでは「宿泊予約サイ
ト」や「宿泊施設のホームページ」の利用者も多数。海外旅行で観戦・参加したスポ
ーツの情報源としては、「テレビ番組」「観戦・参加したスポーツ団体などのホーム

か

ページ」「旅行雑誌」「旅行ガイドブック」「友人・知人からの口コミ」が上位。
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図表６ 海外旅行の情報源 (n=1600)
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30.3

58.8

12.3

12.8

3.0

2.8

24.0

15.3

47.5

30.3

3.0

台湾

400

48.0

47.0

58.5

24.3

23.5

9.0

1.0

62.3

27.5

62.8

25.8

0.5

中国

400

60.0

51.3

68.3

43.5

31.3

30.3

0.5

57.8

34.0

56.5

26.0

0.3

この調査から「観るスポーツ」の場合は、具体的にスポーツ観戦の魅力をイメージ
できる形で広報・情報発信すべきであること、やはり国別に傾向は異なっており、各
国の傾向に合わせたプロモーション戦略が必要になることが判明した。
なお、長期滞在の訪日外国人旅行者の場合は、日本ならではスポーツの観戦・参加
機会の充実と共に、それぞれのお国柄のスポーツや国技（中国なら卓球、英国ならテ
ニスやクリケット、インドならカバティ、など）に触れる機会の提供も（各宗教の礼
拝のスペース提供などと同様に）重要な観点である。

３．情報提供による行動喚起
① 世界柔道選手権２０１０での行動調査
昨年９月に開催された「世界柔道選手権２０１０東京大会」に参加した選手・関係
者と観戦に訪れた外国人旅行者に対し、アンケート形式での調査を実施。大会前後で
の旅行や購買行動、日本滞在の満足度を調査。さらに観光スポットを紹介するリーフ
レットを配布し、着地型による観光行動の喚起がなされたか否かについて検証。
選手など大会関係者のうち、５６％が大会日の前後に国内を旅行しており旅行先と
しては、開催地の東京以外では「京都・奈良」１６％、「東京以外の関東圏」１３％、
「大阪」１２％の順。配布したリーフレットは、全体の７６％が使いやすいと評価、
実際にリーフレットで紹介している東京都内のスポットのうち、「新宿」に６７％、
「原宿」に３４％、「渋谷」に２７％が出かけており、情報提供による観光行動の喚
起の有効性を確認。
観戦者のうち、７１％が観戦目的で来日しており、大会関係者と同様に開催地の東
京以外では、「京都・奈良」２４％、「大阪」１７％、「東京以外の関東」１６％、
をはじめ「北海道」７％、「ＴＤＬ」６％等の来訪者も比較的多い。
また、大会関係者、観戦者共に、８割以上が大会開催中に買い物に出かけており国
際大会での情報提供による更なる経済効果を期待。
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② 特典クーポン付フリーペーパーによる着地型の情報提供
昨年１１月から今年２月にかけて首都圏で実施されたスポーツ観戦を中心としたイベ
ントについて、スポーツ団体等の協力を得て、観戦・利用が可能な特典付きフリーペー
パーを英文・日文の２か国語版とハングル・簡体字・繁体字の３か国語版の各５万部、
計１０万部発行し、空港・ホテル・インフォメーションセンターなどのほか、スポーツ
バーや各国の在東京商工会議所・日本語学校など約２５０か所に設置を行い反応を見た。
［結 果］
・実際のイベント参加者は、各イベントそれぞれ１０件程度だったが、当初想定され
た大相撲だけに偏ることなく、アイスホッケー・ラグビー・ランニングステーション・
野球などでも反応。
・参加者の内訳としては、来訪者よりも在住者、また来訪者でも長期滞在者の多い欧米
の富裕層からの利用と問い合わせ。
・大相撲などの問い合わせが多かったために、本場所中にスタッフによるガイドツア
ーを計画するホテルが現れるなど、情報提供の有効性を確認。
・今後の課題は、日本の観戦スポーツの価値を海外に伝えていくためのスポーツ団体
の協力体制や情報発信の設置場所の確保。
③ 海外での情報発信効果
本年２月に台湾で「ＩＳＵ四大陸フィギュアスケート選手権大会」が開催され
た際、「Japan. Endless Discovery」のリンクボードを掲出し、大会会場での観戦者、テ
レビ中継の視聴者に対し、ボードの認知と我が国のスポーツツーリズムに対する意識
の変化等をインターネット調査により確認。訪日旅行経験者が全体の８２％を占め、
スキー・スノーボード・スケートなどの「ウィンタースポーツ」を目的とした訪日経
験者が２２％、「トレッキング・登山・ラフティングなどアウトドアスポーツ」が１
１％といずれもターゲット国ニーズ調査の結果を大きく上回っており、大会観戦者に
おけるウィンタースポーツに対する関心の高さがうかがえる。
［結 果］
・リンクボードは全体の５０％が「確かに見た」、４０％が「見たような気がする」
としており、大会観戦者において非常に高い認知率。
・全体の１５％が「フィギュアスケートの大会を観戦することを目的に日本を旅行し
たい」、４５％が「シーズン中に日本を旅行することがあれば観戦したい」として
いる。
・フィギュアスケート大会の観戦やスケート大会がセットになったツアーについては
９割が参加意向を示しており、ツアーの可能性の高さを確認。
・図表７は、日本の「観る」「する」スポーツのイメージを確認した結果であるが、
いずれの指標も３割以上が世界的に観て先進国と評価、総合評価では６３％がアジ
アレベルで先進国と評価。
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図表７ 日本のスポーツに対するイメージ
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４．訪日外国人旅行者の受入環境の整備
インバウンドに取り組む数尐ないプロスポーツ団体として日本相撲協会、ＪＲＡ、
講道館に対してヒアリング調査を行い、外国人に人気の高い大相撲、スポーツーリズ
ムにおける資源として期待される公営競技、外国人の関心が高い武道におけるインバ
ウンドの対応状況と課題について確認した。

15

① 日本相撲協会におけるインバウンド対応
日本相撲協会については、英文の観戦ガイド・チケット販売ガイドなどの対応は
整えられているが、現状においては協会として積極的な誘客活動やプロモーション
は行っていない。プロモーションに代わるものとして、昭和３７年のハワイからス
タートした海外巡業・海外公演がこれまでに１５カ国で行われているほか、ＴＶ放
映もアジア１３か国、オセアニア８か国、中单米１９か国、北米２か国、ヨーロッ
パ３１か国、北アフリカなどで行われている。実際の来訪者は、在日米軍など日本
に居住している外国人が中心となっているようであるが、欧米のみでなく、大相撲
の中継や巡業・公演が実施されているモンゴルなどの東アジアや、シンガポールな
どの東单アジアからの来訪者も多い他、東欧からの来訪者も増えている。
受入体制については、英語の観戦ガイドブックや窓口対応など、積極的に整えら
れている。
大相撲の状況を踏まえれば柔道や剣道など、他の日本固有の伝統スポーツ観戦に
ついても訪日外国人旅行者に対して新たな観光資源となる。
② ＪＲＡにおけるインバウンド対応
ＪＲＡは、平成１８年より全施設一斉に受入体制作りを開始した。「ＨＯＷｔｏＢ
ｅｔ」､観戦ガイド、プロモーションビデオ等を作成、機内誌・現地旅行会社・Ｗｅ
ｂなどによるプロモーションを展開し、外国語版ホームページも作成している。さら
に、日本在住外国人に向けたファムトリップを継続的に実施するなどのプロモーシ
ョン活動のほか、通訳付きの旅行商品を開発し世界中からのＷｅｂ予約を可能にす
るなど積極的な販売を展開している。また、国際レースの数を増やすなどのジョッ
キーや出場馬の国際交流、外国人馬主の受入開始など、観戦客以外の国際化も積極
的に進めている。
③ 武道におけるインバウンド対応
柔道や剣道、空手などの武道は、欧米を中心とする海外からの旅行者の最も興味
を持つコンテンツの一つと想定される。講道館資料室では講道館柔道の資料を中心に
英語での対応を１５年以上前から行っている。平成２１年には３,６０４名の来館者
があったがそのうち、約３分の１の９４９名が海外からの来館者であった。来館者は
柔道修行で来館している柔道関係者や外交ルートで来館する国賓・学会関係者、そし
て一般旅行者も多く来館している。
来館者は同資料室・図書室だけではなく、近隣の柔道・武道にまつわる場所への観
光についての問い合わせも多く、同資料室には案内用のツールと共に近隣の柔道ゆか
りの地である永昌寺や八柱霊園、近隣の武道スポーツショップなどの英文の案内が置
かれ活用されている。講道館の１階にあるショップでは、武道関連商品のほか、漢字
がプリントされている２,０００円～４,０００円のＴシャツが、欧米からの来館者を
中心に売れており、副次的な観光消費も見られる。
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上記①～③の事例を見ると数あるスポーツの中で尐なくとも我が国固有のもの、我が
国選手、チームの海外でも人気が高く相互交流できるもの、ギャンブル性のあるもの、
などがインバウンド受入拡大に寄与する可能性が高いと考えられるが、プロスポーツ団
体でインバウンドの受入環境整備が進んでいない理由は、国内集客が中心であり、関心
がないインバウンドによる大きな需要の獲得は見込めない事実に起因している。国内の
スポーツツーリズムでは、地域を「ホームタウン」として地域をベースにしたサポーター
を増加させることに成功したＪリーグは、ホーム＆アウェイでの試合などで多くの交流
を生み出すことが期待されるが、現状ではアウェイサポーター向けのチケット販売等の
体制が整備されていない。
今後、スポーツ観戦に観光要素を付加し、複合的なスポーツツーリズムとして集客モ
デルを作り出していくことが求められる。

５．国際競技大会・合宿の招致・開催
各都市におけるスポーツイベントの開催に向けた取組の効果や課題を確認すること
を目的に各種調査を行った。
① 岐阜県での国際競技大会の招致
国際競技大会招致の成功事例として、２０１２ロンドンオリンピックホッケー競技
世界最終予選大会招致に成功した岐阜県の事例がある。
招致の中心となったのは日本ホッケー協会であるが、日本オリンピック委員会（以
下「ＪＯＣ」という。）・文部科学省・外務省・観光庁などが招致に協力した。岐阜
県各務原市の協力が大きくあったことが象徴的であり、開催地の各務原市の市長も日
本ホッケー協会に帯同し複数回にわたり、ＩＦとの交渉に渡航している。
また、国際大会レベルに対応する競技施設の立地や、教育にホッケーを取り入れて
いるなどハード面・ソフト面双方の土壌があったことも招致成功の要因となっている。
日本ホッケー協会が男女同時開催などのＩＦのニーズをいち早くキャッチできてい
たことも大きな要因となっている。
今後の課題として、世界のトップアスリートが集まる大会開催を機に競技振興・観
光経済効果を発揮していく点が不足していることが課題として挙げられた。
② ツール・ド・フクオカの初回開催
「ツール・ド・フクオカ」は、（社）福岡青年会議所が主催した第１回目のサイ
クルスポーツイベントである。目的は、新しいスポーツ観光事業の提案、環境・健
康を配慮した自転車利用促進であり、スポーツ観光事業の拡張を目指して韓国選手
の誘致も行われた。大会に対する選手・観客の評価は非常に高く、来年度以降の開
催が熱望されている。また受け側の大会ボランティアや地元住民の評価も高い。
「サンポート高松トライアスロン」と同様、道路使用に関しては、打ち合せの度に
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担当者が替わり新たな問題点が追加されたことや、安全対策への想定以上の対応を
要求されるなど変更を余儀なくされ、大きな追加予算が必要になるといったことが
課題としてあげられている。また公園の利用は、管轄の行政による規制により、大
会運営を大きく制約されるなど運営上の課題が明確になった。
しかしながら、周辺住民や商店やコンビニエンスストアチェーン組織などの協力体
制を構築することでコストを最小限に抑え、様々なアイデアを実現させたことはスポ
ーツツーリズムを通じての地域活性のモデルである。
③ 大阪市での国際競技大会・合宿の招致
日本への国際競技大会の招致・開催のみならず、近隣諸国で開催される国際競技
大会に際し、事前合宿地として日本が選択される機会が多くなっている。事前合宿
招致に成功した事例として、２００８年オリンピックの招致活動以来、積極的に国
際競技大会・合宿招致を行ってきた大阪市の事例がある。
大阪市では、２００８オリンピック招致（平成１３年に北京に決定）の際に制定
した方針を基に、「スポーツパラダイス構想」を策定し、様々なスポーツ国内大会・
国際競技大会招致を行っており、市のスポーツ施設を国内外のナショナルチームの
事前合宿等に利用してもらう事が目的で「ＪＯＣパートナーシップ都市協定」を締
結し、市が施設使用料の２割負担を行っている。
平成１９年に海外チームとしては初めて、世界水泳（千葉市）に参加するイギリス
水泳チームを受け入れ、そのチームが２００８年北京オリンピックの事前合宿に再
来日、３回目として２０１１年世界水泳（上海）に際しても、大阪で事前合宿を行
う予定である。
市では、競技施設予約に関しての料金的優遇、１年以上前に大会・合宿が決定し
た場合の予約確保、合宿については時間帯占有制にする等の制度も整えている。
④ サンポート高松トライアスロンの初回開催
「サンポート高松トライアスロン」は、故郷を離れた若者が地元の活性化に貢献
したいという思いで立ち上げたプロジェクトを発端に、地元の市民ボランティアを
中心に地方公共団体や各種団体に呼びかけ、委員会を発足し実現に至った。交流人
口の増加によるサービス産業の振興、将来的には国際交流までを視野に入れている。
観客の半数は市外から来訪しており、観戦の満足度も非常に高く、地元の観客や大
会ボランティアの満足度も非常に高い。トライアスロンとしては珍しい市街地を利用
したコースなどが選手に好評であった。
しかし、道路使用許可の申請では、協議に１０か月以上を要した。警察関係だけで
なく行政も含めた調整は難しく、道路使用許可申請の前提となる「地域住民との合意
形成」に約半年間をかけて進めたものの途中変更を余儀なくされるなどの経験を積ん
でいる。こうした開催までの困難を克服してきたプロセスは、今後地域でスポーツ大
会を開催するうえでの貴重な参考資料となる。
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⑤ 東京マラソンにおけるインバウンド展開
「東京マラソン」は「東京国際マラソン」「東京国際女子マラソン」「東京シティ
ロードレース」をまとめ、平成１９年に日本を代表する市民参加型の大規模シティマ
ラソンとしてスタートした。
第１回大会から、都知事は大会開催による宿泊や交通・食事など観光に関わる経済
波及効果を期待しており、外国人参加者の獲得にも積極的であった。英文によるＷｅ
ｂサイト・大会関連表記などは第１回大会から継続して実施しているが、昨年大会で
はフルマラソン参加者中、外国人参加者は数％に留まっている。トップレベルの国際
大会を目指す大会としては更なる外国人参加者の獲得が課題となっているが、日本人
の参加希望者も多く、外国人に対する参加枠の拡大には課題を残している。
なお、「東京マラソン」の成功に続き、今年後半から「大阪マラソン」のほか、神
戸・京都など大都市型のエリートから市民ランナーまでの国際色もあるマラソン大会
の立ち上げが相次ぐ予定であるが、それぞれに差別化・特色化を図りつつも、大会運
営ノウハウの共有など相互に連携し、また海外への誘客プロモーションに向けては連
合体として取り組むことなどにより、日本のシティマラソンブランドの向上・確立が
望まれる。

６．地方及び海外でのスポーツツーリズム推進の取組
日本国内及び海外におけるスポーツツーリズムの先進事例について聞き取り調査を
行った。
① 福島県における韓国からのゴルフ客誘致
平成１１年に福島空港と仁川空港間のアシアナ航空定期便就航を機に、福島県は、
韓国からのゴルフ客の誘客をはじめ、観光資源を韓国国際観光展示会（ＫＯＴＦＡ）
へ出展するなどのＰＲを行い、順調にゴルフツアー客を増やしている。現地での積極
的なＰＲの他、空港に中国、韓国人旅行者をサポートするスタッフを置き、施設、看
板、案内などの多言語化も進められている。
１日に２ラウンドを行うなどプレイの仕方やマナー等の問題もあり、受け入れるゴ
ルフ場が増えないほか、卖価の低さも課題となっている。インタビューを行ったゴル
フ場では、現地にオフィスを置き、会員権を購入した客だけを受け入れる形で対応し
ている。
ゴルフのプレイだけを目的とした旅行者が大半であり、周辺観光はほとんど行われ
ていないようであるが、ゴルフ客の大半はリピーターであることから、温泉やショッ
ピングなど周辺観光にニーズは高いと思われる。その際に最も大きな課題となるのが
ゴルフ場と観光スポット間の二次交通を挙げている。また、福島県ではオールシーズ
ンでの誘客のため、スキーやトレッキングなどゴルフ以外の観光ＰＲも検討している。
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② 沖縄における「スポーツ・ツーリズム推進事業」
沖縄県は、旅行者数の伸び悩み、閑散期と繁忙期の格差が大きいこと、観光消費卖
価の減尐等の打開策として、スポーツツーリズムの推進を観光促進の中心に据えた展
開を行っている。
平成２２年度には、観光庁も協力し、スポーツを核に民間が主体的に取り組むイベ
ントや旅行メニューの開発、プロモーション等のプロジェクトについて企画提案を公
募し、合格したプロジェクトをモデル事業として事業費等の支援を行う「スポーツ・
ツーリズム推進事業（モデル事業実施業務）」を実施した。
「第１回エコアイランド宮古島マラソン」をはじめ「マリンピックin沖縄プレ大会」、
「美ら島沖縄Century Run 2011」や「サッカーキャンプ招致と冬季サッカーリーグの
開催」など１１のプロジェクトがモデル事業として選定された。
特に、サッカーキャンプ招致事業の結果として、「サンフレッチェ広島」「ジェフ
ユナイテッド市原・千葉」「ファジアーノ岡山」「横浜ＦＣ」の国内４チームと中国
のプロサッカーチーム「大連実徳」、韓国Ｋリーグ「釜山アイパーク」「済州ユナイ
テッドＦＣ」の合宿招致に成功し、キャンプ招致の決め手や課題も明らかにした点で
特筆すべきである。
これらモデル事業の評価と今後の展開に向けた課題を抽出した「スポーツ・ツーリ
ズム推進事業（戦略構築等業務）」報告書が本年３月に取りまとめられたが、沖縄と
いう地域に適合したスポーツツーリズムのあり方を幅広い関係者が真摯に模索して
おり、非常に示唆に富んだスポーツツーリズムの参考書となっている。
なお、沖縄県は本年４月に組織改編をし、「文化スポーツ観光部」を設置するなど
本格的なスポーツリゾートアイランドを目指して始動したところである。
③ カナダにおけるスポーツツーリズム推進
現在、「さいたま市スポーツコミッション」「スポーツコミッション関西」のよう
に、各地でスポーツ推進の団体が設立されつつあるが、その団体間の連携を図るため
の全国組織の設立はスポーツツーリズムの推進において大きな課題である。
今回このような全国組織の先進事例として「カナダスポーツ観光連盟」（以下「3Ｃ
ＳＴＡ」という。）へのヒアリングを行い、具体的な活動内容について確認した。Ｃ
ＳＴＡはスポーツ観光・イベントを通じてカナダの魅力を高めることを目的に設立さ
れた組織で１２５自治体、６５～７０の競技団体、その他サプライヤーを会員とし、
政府からの財政支援は受けず会員からの会費（競技団体を除く。）、大会による経済
効果を測定するマーケティングテンプレート使用料等の収入で運営されている。ミッ
ションを市民レベルの協議会から国際競技大会招致に絞り、スポーツイベントのコン
サルティングやスポーツツーリズムに関するアワード等を実施している。
カナダは文化遺産省にスポーツ担当大臣を置き、国際スポーツイベントの招致につ
3

CSTA：Canadian Sport Tourism Alliance の略。
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いては２００８年に法律を定め幅広い国際イベントの招致を行っている。ターゲット
とする国際スポーツイベントの選定については政府が戦略的に関与し、招致活動や大
会運営費に対する補助金もあり、補助金額についてはホームページ上で開示され、情
報の透明性も徹底されている。
このような国としての取組とＣＳＴＡのような組織の事例は、日本でのスポーツツ
ーリズムの推進における国の位置づけと、具体的な取組をサポートする組織を検討す
る上で非常に参考になる。
④

韓国におけるスポーツツーリズム推進
韓国は国の観光行政が「文化体育観光省」という形で文化・スポーツを所管するセ
クションが一体となっている。日本と同様、観光については歴史・文化・食・ショピ
ングなど多様なコンテンツがあることから、韓国の行政組織体制は日本のスポーツツ
ーリズム推進行政の検討にとって極めて参考になる。
カナダ同様、スポーツツーリズム関連の国のミッションは国際大会・合宿招致、大会
開催が中心となっている。国としての取組と地方公共団体と連動した活動が行われる
が、地方公共団体が実働の主導であることと、カナダのような常設の機関ではなく、
オリンピック開催時の事前合宿招致・大型大会の開催時などのタイミングごとでプロ
ジェクト体制を作っている。招致については観光サイドで受け入れ、プロモーション
コンテンツを製作し、韓国オリンピック委員会を通じて各スポーツ団体から国際的に発
信するという、大阪に近い形での招致活動を国レベルで実施して成果を上げている。
韓国についても招致に際しての観光・スポーツ施設の受入体制が未整備なことが課題
として挙げられた。
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Ⅲ．経済効果を活用したスポーツツーリズムの推進
スポーツツーリズム推進のために国や地方公共団体が施策を展開するに当たり、経
済効果を把握することで、より効果的な大会・合宿招致が可能である。国際競技大会
をはじめとするスポーツイベントの招致・開催のためにはそれらの開催がもたらす経
済効果を正確に把握し、国、地方公共団体、スポーツ団体等における投資的経費支出
の妥当性を検討する必要がある。
本年３月に観光庁では、国際スポーツイベントなどのＭＩＣＥ開催による経済波及
効果簡易測定モデルの構築を行った。このモデルを活用することにより、経済効果の
測定が容易にでき、イベント開催の関係者への理解が深まり国際イベントの開催促進
が期待される。

１．スポーツイベントの経済効果事例
① 国内大規模イベントの一例
スポーツ合宿やスポーツ大会など、規模も種類も実に多様であるが、準備期間が
長く、施設整備も必要とされる国体や高校総体のような大規模スポーツイベントで
は多くの選手、役員、観客が参加するとともに、施設整備費の投入によって経済効
果も巨額化する。
例えば、参加者の多くが開催地域外から参加したイベントとして、昨年７月から
８月にかけて沖縄県で開催された「美ら島総体」では県内２７市町村の７９会場で
行われ、推計で１１万３，８２４人が参加した。そのうち県外からの参加者は約９
万人であり、役員や運営スタッフ、報道関係者、選手応援団を含め、延べ約４９万
人規模の大会となった。(出典：おきぎん経済研究所)
ホテルや観光施設、交通機関などへのヒアリングを基に算出した短期的な県内消
費総額は７１億８,０００万円となり、これに大会運営費１２億５,３００万円を加
えた直接効果は８４億３,３００万円であった。直接効果から原材料・中間経費な
ど他産業に波及する間接一次効果は３７億３,３００万円、さらに雇用者所得や消
費活動を通して波及する間接二次効果は２３億３,５００万円であった。よって卖
年度総額では、１４５億１００万円の生産額が誘発されたことになる。(出典：おき
ぎん経済研究所)（図表８参照）
さらに施設整備など過去５年間の準備期間を含めた生産誘発効果は３０９億５,
８００万円になるなど、試算した「おきぎん経済研究所」も、大きな経済効果があ
ったと結論づけている。
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図表８
スポーツイベントの規模による経済効果と特徴
大会名／人数
大規模
スポーツ
イベント

美ら島総体

中・小規模
スポーツ
イベント

石垣島
トライアスロン大会

直接効果

すべての経済効果

特徴

84億3300万円

145億円

準備期間が長く施設設備
なども含めた費用が膨大

6億1900万円

準備期間も短く、直接効
果のインパクトが大きい

490,000人

3億6000万円

7,400人

② 国内小規模イベントの一例
国内大規模イベントに比べ、開催期間が短く、施設整備の必要が尐ない卖発的な小
規模イベントでは、数字自体はそれほど大きくならないが、その分直接効果が大きい
ものとなる。地域や会場が限定されているため、当該地域おいて一定の経済効果を見
込むことができる。
７，４００人の参加者（選手と家族５,０９０人、マスコミ関係者２８０人、ボラ
ンティアスタッフ２,０５０人）があった平成２１年の「石垣島トライアスロン大会」
では、参加者の消費額や大会運営費等を加えた直接効果は約３億６,０００万円であ
った。それに加え、平成１７年の沖縄県産業連関表を用いて試算した、他産業への売
り上げ増に波及する間接的な一次効果は約１億６,０００万円、直接＋間接一次効果
が雇用者所得となって、更なる消費を通して各産業に波及する間接二次効果が９,８
００万円と試算された。その結果、全ての経済効果（生産誘発額）は、約６億１,９
００万円であった。（図表８参照）これは石垣市の年間市内純生産額の０.３４％に
あたり、５１人の雇用創出効果に相当する。(出典：おきぎん経済研究所)
なお、早稲田大学が調査を行った、昨年開催された、石垣島を除く１４のトライア
スロン大会の最終需要額の平均は、（宿泊費平均６,４５２円＋飲食費平均４,５２０
円＋観光費平均１,２１１円）×平均同伴者数４．８人×参加者数平均５１３人＝２,
９９９万９,４１９円となった。すなわち、一大会あたり約３，０００万円の直接消
費効果が見込まれることになる（出典：早稲田大学）
これまでに行われた参加型競技スポーツイベントの経済効果研究より、参加者の最
終需要額は、観客の消費額、大会運営費、税収入などを加えた大会全体の総直接消費
効果の約８割であることより、これらのトライスロン大会においては、一大会あたり、
平均約３,７５０万円の直接消費効果があったと推測できる。さらに、第一次、第二
次生産波及効果を含んだ全体の生産波及効果は、直接消費効果のおおよそ１．５倍か
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ら１．７倍であることより、一大会あたり５,６２５万円から６,３７５万円の生産誘
発効果があると推測できる。（出典：早稲田大学）
③ 正味便益（ネット・ベネフィット）の算出
経済効果に関しては、域外から人が集まり、消費活動を展開すれば、必ず当該地
域において経済効果が発生する。しかしながら、巨額の資金投入の妥当性を訴える
必要性がある大規模な国際競技大会の場合、招致・開催の妥当性を強調しようとする
政治的な意図に沿うように、ほとんどの場合、イベントがもたらす便益の総体（グロ
ス・ベネフィット）が報告される。しかしながら、本当の経済効果は、コストを差
し引いた正味便益（ネット・ベネフィット）で示されなければならない。（図表
９参照）この点について、過大な数字が計上されることが多いが、イベント終了後
にその数字が検証されることはほとんどないため今後検証されることを期待する。
図表９

スポーツ大会開催時の経済効果

参加者、来場者からの直接収入
グロス・ベネフィット
大会開催に関わる経費

いかに効率よくネット・ベネフィットを高めるか？

ネット・ベネフィット

一方、選手や関係者が中心のトライアスロンのような地域スポーツ大会では、巨
額の建設費や警備費といったコストがかからない分だけ、それ相当のネット・ベネ
フィットを得ることが可能である。例えば、ある地方公共団体が学生スポーツの全
国大会を招致した場合、一チーム当たり２０名の選手・関係者が合計１５チーム、
それぞれ一週間滞在するとした場合、のべ２,１００日分の宿泊費が発生する。一人
当たりの宿泊費を一泊５,０００円とした場合、約１億円の直接収入となり、大会開
催にかかる経費（施設利用費や運営費）を差し引いても、相当の正味便益が地元に
還元されることとなる。さらに直接収入から生まれる生産波及効果も、地域への収
益となる。
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２．経済効果を活用した地域ぐるみの大会・合宿の招致・開催
経済効果(税収見込みを含む。)の測定結果を適切に活用すれば、規模の大小に関わ
らず国際競技大会をはじめとしたスポーツ大会・合宿の招致・開催に向けて地域住民
や地方議会の理解と協力を得やすくなることが期待される。
その場合、
① 企画主催者と地方公共団体が一体となって明確なビジョンを示し、
② 経済効果を幅広く情報公開して、地域を挙げた議論を喚起し、
③ その結果実施の方針が固まれば首長のリーダーシップにより警察や商工団体を
含めた地域ぐるみで大会開催に向けた準備を進める、
といった合意形成プロセスが必要である。

参考１：地域住民の日常的な消費活動の除外
正確な経済効果測定において、全体の消費活動からイベント開催期間中の開催地
域住民の日常生活における消費を除き、開催地域外からのビジター、メディア、ビ
ジネス関係者の消費のみで計算されなければならない。域内住民の消費は、結局は
域内におけるキャッシュの還流に過ぎず、仮に、スポーツイベントのチケット購入
に１万円が支出された場合、それはイベント後の余暇支出の１万円減を意味する。
すなわち、地域密着型のプロスポーツが、何万人の地元ファンを集め、ゲーム興行
によって収益を上げても、それは（日常的に行われる）既存の地域支出の再配分に
過ぎず、地域の経済効果はゼロに等しい。
経済効果を高めるには、域外からファンを集め、宿泊や飲食等のキャッシュを呼
び込むか、地域住民の日常消費以外の付加的な消費に特化した経済効果を生み出す
必要がある。例えば、あるスポーツイベントにおいて、１０万人の観客が集い、一
人当たり１,０００円の弁当を購入したとして経済効果の中に組み入れても、この
１,０００円は、日常生活で消費する食事代と相殺されるべき支出である。通常、多
くの経済効果の数字の中には、日常の地域支出を含んでいる。それゆえ正確な数字
を導くには、イベントで誘発された消費の総量を示すグロスでなく、地域支出を差
し引いた純粋なネット（正味）の経済効果を算出しなくてはならない。
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参考２：負の経済効果への留意
大規模スポーツイベントが開催されることにより一方では、それに伴う混雑や規制
によって、通常行われるべき経済活動が阻害され、消費活動が停滞する。２００８年
北京オリンピックでは、交通の混雑を避けるために、自動車のプレートナンバーの最
後の数字が奇数か偶数かで自動車の使用日を制限した。これによって、域内住民の日
常の外出が抑制され、外食やショッピングなど、本来生じるべき消費行動が減退した。
また、道路の交通規制や立ち入り禁止区域の増大によって、人々の行動が制限される
という影響も生じており、その結果、日常的な経済活動がマイナスに転じる可能性が
ある。
大規模スポーツイベントに参加する選手・役員・家族、そして観客といった都市訪
問者が経済効果を生み出す源泉となる一方、都市機能の一部規制、テロ攻撃への懸念、
ホテルの混雑などにより、他の都市訪問者が、イベント期間中の訪問をキャンセルし、
訪問時期を変更することがある。また、別の時期に開催都市を訪れる予定であった訪
問客が、イベントに合わせて訪問を変更することもあり、将来の訪問キャンセルとい
う損失につながるケースもある。これらは、時間や機会の置換現象とでもいうべき現
象である。近年では、経済的な効果とともに、住民が味わう祝祭的な気分、地域に対
する誇り、そして社会的連帯 (social bonding)の強化といった心理的所得（サイキッ
ク・インカム）も重視すべきである。
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Ⅳ．重視すべきマーケティングの観点
スポーツツーリズム推進のためには、国内外から旅行者を集客するためのマーケテ
ィング活動を行うことが必要である。海外からの旅行者をターゲットにした「海外向
けマーケティング」と、国内旅行者をターゲットにした「国内向けマーケティング」
に分け、さらに多くの集客を得るためには、サービス産業で用いられるマーケティン
グ手法である７つのＰ（Product, Price, Place, Promotion, Process, Physical Evidence,
Personnel）の視点からマーケティング活動を最適化する必要がある。

１．海外向けマーケティング
我が国のスポーツツーリズムにおける需要拡大が期待される旅行者像は、まず
は、日本の魅力の発見に興味があり、様々な体験を期待する訪日回数の多いリピー
ター外国人旅行者であり、次に留学やビジネス、研究などで日本に長期滞在する外
国人である。また、必ずしも安価ではない日本のスポーツ経験に興味を持つために
は富裕層をターゲットとしたマーケティング戦略が効果的である。
① 「する」スポーツの推進
单半球のオーストラリアやニュージーランドからの訪日旅行は、季節が反対の
地域への旅行となり、ヨーロッパや北アメリカと比較して距離的にも手軽な旅行
でウィンタースポーツが体験できる点で優位である。また、ウィンタースポーツ
は、降雪のないアジア地域からの旅行者にとって商品価値が高く、急増している
中国からの旅行者や、熱帯・亜熱帯気候の台湾からの旅行者への貴重な観光資源
になる。このほか、東京マラソンは、東京の観光地を巡るマラソンコースを設定
しており、外国人にとって魅力的な参加型スポーツであり、大会主催者も海外か
らの参加者誘客を積極的に行っている。
② 「みる」スポーツの推進
ターゲット国ニーズ調査により大相撲の高い需要が確認された。大相撲は、我
が国固有のスポーツであり、訪日外国人旅行者にとって魅力的な観戦型のスポー
ツツーリズム商品である。大都市の交通の便の良い施設で年間６場所が開催さ
れ、旅行者のニーズに合わせて多様なチケット価格の設定があり、サービス内容
を選択することができる。また、外国人力士の活躍により、海外放送されるなど
プロモーション活動がなされており、英語のホームページも整備されている｡英
語によるチケット購入も可能になっており､在日アメリカ軍基地からは定期的に
観戦者が来場するなど、チケット販売システムも構築されている｡
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③ 適切な価格設定による商品化と情報発信
我が国のスポーツツーリズム商品の国際的なマーケティングでは、７Ｐの視点
から最適な組み合わせが望まれる。例えば、スポーツを主目的とするツアー商品
だけではなく、従来の東京と京都を結ぶゴールデンルート観光を主目的としてス
ポーツと組み合わせたツアーの商品化や、購入希望の訪日外国人旅行者に対する
適切な価格設定、それぞれの発地や日本滞在中に得られる情報ルートの構築など
のプロモーションの工夫、そして購入・予約しやすい旅行商品の海外での販売ル
ートの開発・開拓などが必要になる。
④ 多言語対応と施設設備の最適化
スポーツツーリズムはサービス産業であるため、訪日外国人旅行者の満足度を
高めるためには、空港から宿泊施設への移動や宿泊施設などを含めた旅行日程す
べてにわたる経験を心地よいものにするための工夫も求められる。そのためには
接客の際の多言語対応をはじめ、我が国特有のしきたりなどを説明するなど、日
本滞在中のきめ細かな「おもてなし」のプロセスや質の高いサービスを感じさせ
る｢人｣の育成や配置、さらに我が国を旅行していることを実感させる「施設・設
備」などを最適化する必要がある。
⑤ ターゲット別の具体的な調査の必要性
今回実施したターゲット国ニーズ調査は、我が国初の国・地域別の性別・年齢
のセグメント別の需要特性を見る調査であったが、今後、ターゲットとなる国や
地域の詳細な顧客像を明らかにして、より詳細な調査・分析を実施することが必
要であり、そうした調査によって、個々の顧客が求めるスポーツツーリズム商品
の種別・態様を精査することができる。さらに、諸外国が提供しているスポーツ
ツーリズム商品との差別化のためのブランディングを図ることが必要である。

２．国内向けマーケティング
スポーツツーリズムの重要なもう一つの顧客は日本人旅行者である。スポーツツー
リズムによる集客マーケティングでは、第一に他地域との差別化が可能なスポーツ施
設、スポーツイベントを認識し、これらのスポーツツーリズム関連の資源の価値を高
めることを考え、地域のスポーツ関係者と観光関係者が協力する仕組みを構築するこ
とが必要である。
① 既存の資源を活用して新たなコンテンツを生み出す
例えば、美しい山の景観と整備された遊歩道がある地域であれば、それらの地
勢をスポーツツーリズムの資源として活用が可能である。また、自転車のヒルク
ライムやノルディックウォーク、トレイルランなど、我が国の特性である等高線
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の高低を活用したスポーツの活用なども考えられる。これらの資源をマーケティ
ングの７Ｐの視点から適切な組み合わせることにより、各地におけるスポーツツ
ーリズムが活性化する。
なお、アウトドアアクティビティを普及活性化する試みが芽生え始めており、
全国のトレイル運営機関・団体による情報交換や普及活動の促進、持続可能なト
レイルの整備を目的とする「日本ロングトレイル協議会」が本年７月に立ち上が
る予定である。
また、既存のスポーツイベントでも、地域全体の活性化を目指して開催者と協
調し、従来の旅行以外の需要を喚起するために内容を工夫したり、参加料金や宿
泊や移動を見直したりすることなどによって新たなスポーツツーリズムのコン
テンツが生み出される。
②

コンテンツの商品化と情報発信
国内の主に日本人向けのスポーツイベントをスポーツツーリズムのコンテン
ツとして意識して商品化し、適切な情報発信によってプロモーションすることが
重要である。また、造成されたツアーを旅行代理店の対面販売をはじめ、インタ
ーネットによる販売などターゲット顧客のメディア特性に従った購入方法を設
定する必要がある。スポーツ団体やスポーツショップが旅行業の登録をして会員
や顧客にツアー商品を紹介、委託販売するようなルートの構築も有効である。
さらに、国内の旅行者のニーズに見合ったツアー造成が可能となる規制緩和の
検討を始め、施設の改修、接客に当たる観光従事者の能力向上、自宅を出てから
スポーツツーリズムを経験して自宅に戻るまでの一連の旅程における充実した
サービスが提供されるプロセスのすべてに細心の配慮が望まれる。
また、日本人に対しての集客マーケティングによりその地域固有の魅力を
最大限活用したスポーツツーリズムの商品が誕生し、定着していくことが、
結果として訪日外国人旅行者にとっても魅力的な日本ならではの観光素材
として認められることにつながると考える。
なお、スポーツが目的ではなかった旅行者が不意にスポーツをしたいと思
った時にスポーツ施設情報と共に、ランニングマップとシューズ、サイクリ
ングロードマップとマウンテンバイク、といった提供・貸出が受けられるサ
ービスの普及が望ましい。また、観光案内所はもちろん、ホテルなどのコン
シェルジュやフロントスタッフ、部屋置きの資料などで宿泊者にあまねく利
用可能なスポーツ施設やイベント、着地型スポーツツアー等の情報を提供す
ることはすぐに着手できる取組である。
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Ⅴ．スポーツツーリズムの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

国を中心とした活動
スポーツツーリズム人材
の育成・活用

両輪

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
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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ョ
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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、
中核市は卖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4ＩＣＴ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。

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・スポーツ団体・観光団体・企業のスポーツツーリズムを目指した地域連携・協働
■ 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

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。
4

ICT: Information and Communication Technologyの略。情報通信技術。
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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
となり地域住民に大会開催への理解と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。

２．国際競技大会の積極的な招致・開催
■ 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
■ 大会開催に向けた関係者との情報共有と地域住民の理解・協力による規制への対処
■ 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・開催後の観光拡大のためのマーケティングやプロモーションによる更なる広がり

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。
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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）・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：“Active Japan ! ! Sports-tourism”ロゴ

参考：観光庁ポータルサイト「スポ・ツー・ナビ」

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sports/index.html

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。
④ 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
ツ系の学部と経営系学部との卖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ことも必要である。
⑤ 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
ちでは、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光景が見られたり、市民マラソンの開催地なら児童生徒
が応援を含め全員参加していたり、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

国（スポーツツーリズムに関連する省庁など）
旅行関係企業

ｽﾎﾟｰﾂ関連企業
連携

スポーツ団体

連携
連携

観光団体

スポーツツーリズム推進連携組織（ＪＳＴＡ）

連携

その他企業
連携

地域がスポーツツーリズムを起こしていくためのネットワークを強化
スポーツツーリズム人材育成
情報発信

地域

コンテンツ開発

連携

国際競技大会・合宿の招致・開催支援

ノウハウによるサポート

スポーツツーリズムのビジネスマッチング
地域
地域
地域
地域
地域
地域
地域

地域

＜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して、スポーツツーリズムの現場である地域でのマッチングを図
るなどのネットワークのハブ機能であり、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。
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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
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復興への寄与
東日本大震災により、災害が観光に与える人的・物的影響も甚大ながら、風評面から
影響を受ける被害の大きさも改めて明らかになった。
国内では一時的ではあるが、スポーツイベントを含む各種イベントの中止・延期・規
模縮小や旅行自粛の動きが見られた。
しかし、日本全体で東北を、日本を元気にしていこうと、「がんばろう！日本」を掲
げる国内観光振興キャンペーンの下スポーツ等を活用した、様々な復興イベントが開催
され、また、義援金付きツアーやボランティアツアーなどの新しい形のツアーも催行さ
れ始めている。
震災後５０日を経た本年４月２９日に仙台で開催されたプロ野球「東北楽天ゴールデ
ンイーグルス」とＪリーグ「ベガルタ仙台」の同時ホーム開幕戦は、復興に向けたキッ
クオフとして全国民を感動させる象徴的なスポーツイベントとなった。そして、これか
らの復興を確かにし、国外に向けて元気なニッポンのメッセージを伝えるためにもスポ
ーツイベントの活性化、スポーツを通じた国内観光、国際観光交流がますます盛んに行
われていくことが求められている。
特に日本で国際競技大会が開催されることは重要な意味を持つ。東京での開催が危ぶ
まれた「世界体操２０１１」が関係者、関係省庁の努力で開催が維持されたことは喜ば
しく、他の国際競技大会の開催や今後の大会招致にも好影響を与えると考えられる。今
年は世界体操、世界バレー、世界トライアスロンといった国際競技大会の開催で日本の
元気が世界に向けて発信され風評被害の払拭に寄与することも期待される。
最後に、今回の震災により被災された多くの方々に心からのお見舞いを申し上げると
ともに、一日も早い生活と観光の復興に向けて、スポーツツーリズムが貢献できるよう
関係者が一丸となることが必要である。スポーツツーリズムが果たす役割は経済面のみ
ならず人々の心身の健康、とりわけ子どもの健やかな成長の観点から極めて大きい。
我が国が観光立国を目指す中でこれからのまちづくり、国土形成にスポーツツーリズ
ムがしっかりと位置づけられ、スポーツツーリズムが明日への大きな活力を生む原動力
になるものと確信する。
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スポーツツーリズム推進基本方針（ポイント）

～スポーツで旅を楽しむ国・ニッポン～

スポーツとツーリズムの融合で目指すべき姿
「より豊かなニッポン観光の創造」 スポーツを通じて新しい旅行の魅力を創り出し、我が国の多種多様な地域観光資源を顕在化させ、訪日旅行・国内観光を活性化
「スポーツとツーリズムの更なる融合」 更に意図的に融合させることにより目的地へ旅する明確な理由を作り出し、新しい価値・感動とともに新たなビジネス・環境を創出
訪日外国人旅行者の増加
「スポーツ立国戦略」
とも協調

国際イベントの開催件数増加

国内観光旅行の宿泊数・消費額増加

地方公共団体・観光団体・スポーツ団体・企業など
地域内の連携・協調の推進

スポーツの振興

健康増進・産業振興・国際交流促進

スポーツを活用した観光まちづくり

実証実験・調査

観光立国の実現
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マーケティング

経済効果

スポーツツーリズムの推進に向けた基本的方向
① 魅せるスポーツコンテンツづくり
①
とスポーツ観光まちづくり

・まちづくり施策と連動した地域固有
のスポーツコンテンツ開発
・地方公共団体・スポーツ団体・観光
団体・企業の地域連携・協働による
スポーツコミッションの設立促進
・情報整理・発信強化、多言語対応
等の受入インフラの整備

②

国際競技大会の
積極的な招致・開催

・招致・開催への積極的な挑戦による
ノウハウの構築
・国際競技大会招致に向けた国家的
な支援体制づくり
・関係者との情報共有と地域住民
の理解・協力による規制への対処
・招致・開催後のマーケティングやプロ
モーションによる更なる広がり

③

旅行商品化と
情報発信の推進

④

・日本のスポーツツーリズムブランドの
構築と積極的な魅力発信
・外国人旅行者向けのチケット販売
方法の構築と多言語での情報発信
・きめ細かいニーズ調査と幅広い商品
開発、集中特化したプロモーション
・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創設

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認定
制度の創設と人材情報の集約
・トップアスリートの経験を生かした
セカンドキャリアとして人材活用
・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
・大学等での教育機会や幼少期から
のスポーツと旅の機会の充実

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
全国のスポーツ団体・観光団体・企業のネットワークを強化し、上記①～④の支援を中心に海外との窓口となって我が国のスポーツツーリズムを推進

スポーツツーリズム推進基本方針（概要）
～スポーツで旅を楽しむ国・ニッポン～
平 成 ２ ３ 年 ６ 月 １ ４ 日
スポーツ・ツーリズム推進連絡会議

観光立国推進本部(本部長：国土交通大臣)の｢観光連携コンソーシアム｣で｢スポーツ観光｣
が採り上げられたことを受け、昨年 5 月 18 日に本会議を立ち上げ。メンバー構成はスポー
ツ団体、観光団体、スポーツ関連企業、旅行関係企業、メディア並びに文部科学省、総務省、
外務省、経済産業省、厚生労働省及び観光庁。一年以上に亘り、本会議及び 4 つのＷＴで延
べ二十数回に及ぶ会議を重ね、併せてファムトリップ等の「実証実験」、海外ニーズ・国内
外先行事例の「調査」で検証し、課題解決の着眼点や方策を「基本方針」として取りまとめ。
本基本方針が多くのスポーツ及び観光に関わる方々や地方公共団体の実務担当者などに幅
広く活用され、スポーツツーリズムの一層の推進が図られることを期待。
3 月の東日本大震災による被災地等の復興に向けて、スポーツツーリズムが果たす役割は
経済面のみならず、心身の健康そして子どもの成長の観点から極めて大きく、今後のまちづ
くり・国づくりにしっかりと位置づけられ、明日への活力を生む原動力になるものと確信。

【内容の要旨】
Ⅰ．スポーツツーリズムとは
１．スポーツとツーリズムの融合で目指すべき姿
①「より豊かなニッポン観光の創造」
（スポーツを通じて新しい旅行の魅力を創り出し、
我が国の多種多様な地域観光資源を顕在化させ、訪日旅行・国内観光の活性化を図る）
②「スポーツとツーリズムの更なる融合」
（更に意図的に融合させることで、目的地へ旅
する明確な理由を作り出し、新しい価値・感動と共に、新たなビジネス・環境を創出）

２．スポーツツーリズムに期待する効果
インバウンド拡大等の観光振興のみならず、
「スポーツ立国戦略」と協調したスポーツ
振興はもちろん、健康増進、産業振興など幅広く効果。

３．スポーツを活用した観光まちづくり
スポーツと観光の垣根を越えて地方公共団体内や各種団体間で連携・協働し、大会・
合宿招致、プロスポーツ誘致などを観光まちづくりの一環として政策に位置づける必要。
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Ⅱ．スポーツツーリズムの可能性の検証
１．スポーツツアーの商品化に向けた検証
プロ野球、競馬、ボートレースなどの「観る」スポーツやゴルフ、スキーなどの「する」
スポーツと周辺観光とのツアーをファムトリップで検証し、商品化の可能性の高さを確認。

２．スポーツツアーを売り込む国別戦略
韓･中･台･豪のターゲット国ニーズ調査の結果を踏まえ､国別の「観る」「する」スポーツ
のジャンル、周辺観光との組合せ方、情報提供方法等を考慮した戦略的ツアー造成が必要。

○今後の再訪日旅行でしたいこと
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※スポーツ以外の観光資源も含めて質問

ツ
ア
ク

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

○日本で観戦・参加してみたいスポーツ (各国n=400)
中国
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

相撲観戦
プロ野球観戦
スキー
柔道など武道観戦
プロサッカー（Ｊリーグ）観戦
バレーボール国際大会観戦
フィギュアスケート大会の観戦
ゴルフ
雪山での雪遊び・スノーシュー・ソリなど
Ｆ１の観戦

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

プロ野球観戦
雪山での雪遊び・スノーシュー・ソリなど
相撲観戦
スキー
スノーボード
フィギュアスケート大会の観戦
Ｆ１の観戦
プロサッカー（Ｊリーグ）観戦
ゴルフ
柔道などの武道観戦

※スポーツに限って質問

（％）

台湾
54.0
44.5
42.5
41.8
40.0
36.8
31.5
27.5
27.5
24.3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

プロ野球観戦
スキー
雪山での雪遊び・スノーシュー・ソリなど
相撲観戦
フィギュアスケート大会の観戦
都市のスケートリンクでのスケート体験
Ｆ１の観戦
プロサッカー（Ｊリーグ）観戦
柔道など武道観戦
競馬国際レース観戦

42.0
37.3
23.5
20.8
16.3
15.8
15.5
14.0
13.5
9.5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

相撲観戦
柔道など武道観戦
雪山での雪遊び・スノーシュー・ソリなど
Ｆ１の観戦
スキー
フィギュアスケート大会の観戦
プロ野球観戦
都市のスケートリンクでのスケート体験
スノーボード
ラグビーの国際大会観戦

韓国

60.0
41.8
39.0
36.5
34.0
24.5
23.0
21.5
16.5
15.3

オーストラリア
45.5
25.8
23.8
22.0
21.3
18.5
17.3
15.5
15.3
14.8

３．情報提供による行動喚起
国際大会目当ての訪日客への観光情報提供による観光行動喚起、フリーペーパーによるス
ポーツイベントへの誘客、海外の国際大会における日本観光プロモーションの有効性を確認。

４．訪日外国人旅行者の受入環境の整備
多言語対応等の進んだ大相撲・ＪＲＡ競馬、講道館を模範として、今後、武道やプロスポ
ーツなどでチケット販売体制の整備、観光要素付加による複合集客モデルの創出が必要。
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５．国際競技大会・合宿の招致・開催
東京都、大阪市、高松市、各務原市などでのスポーツイベントの招致・開催に係る取
組を踏まえ、国の支援や地域の理解の必要性と外国人参加者拡大に向けた課題を提起。

６．地方及び海外でのスポーツツーリズム推進の取組
海外からのゴルフ観光誘客を積極的に図る福島県や民間主体のアイデアを活かしながら総
合的にスポーツツーリズムを推進する沖縄県の取組、文化・スポーツと観光が一体化したカ
ナダ・韓国の推進組織・行政体制は好参考例。

Ⅲ．経済効果を活用したスポーツツーリズムの推進
スポーツイベント開催がもたらす経済効果を事後を含め正確に把握し幅広く情報公開するこ
とで官民の投資的支出の妥当性を明らかにし、地域ぐるみでの大会・合宿の招致・開催を実現。

Ⅳ．重視すべきマーケティングの観点
海外と国内を分け､サービス産業で用いられるマーケティング手法｢７つのP｣(Product,Price,
Place,Promotion,Process,Physical Evidence,Personnel)の視点からマーケティング活動を最適化。

１．海外向けマーケティング
リピーターや留学生など長期滞在者、富裕層をターゲットとした戦略構築や、適切な価
格設定による商品化と予約・購入しやすい海外販売ルートの開拓、多言語対応と日本らしい
施設・サービスの魅力化、さらにはライバル国との差別化が必要。より詳細な調査分析も。

２．国内向けマーケティング
美しい景観や高低差などの環境資源の活用や既存スポーツイベントの内容の工夫改善、宿
泊・移動との連動により、新たなニーズを生み出すことが可能。スポーツ団体やスポーツシ
ョップにおけるツアー商品の情報発信や旅行業登録による委託販売も有効。

Ⅴ．スポーツツーリズムの推進に向けた基本的方向

～

５つの方策

～

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
地域ごとに差別化されたコンテンツをより魅力化するとともに、国の事例収集・発信
によるツアー商品市場の環境形成と新規参入地域へのコンサルテーションが必要。
また、まちづくり施策と連動し、各種イベントの招致をはじめ、プロチームや公営競
技の活用、スポーツ・観光との連携組織づくり、受入インフラとしてのICTやコールセン
ターの活用、留学生などの協力も得たアクセス表記等の多言語化が必要。
さらに、スポーツ施設の魅力化のためにエンターテイメントの要素を付加することや、
小規模イベント、スポーツ合宿受入のための廃校等の既存施設の有効活用も必要。
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２．国際競技大会の積極的な招致・開催
短期的な経済効果だけでなく、中長期的な国のプロモーションにもなるため、地方公
共団体・スポーツ団体のみならず、国を挙げて招致に取り組むことが必要。
メガイベント招致は政治・経済・文化を含めた国の総合力の勝負となるため、有力ラ
イバル国に対抗できるだけの総合戦略的思考が必要であり、中小のスポーツイベントも
マーケティングデータに基づいたターゲット設定や招致の是非の判断が必要。
また、招致活動の経験が後世に活かされるよう、経験した人材やノウハウに関する情
報の管理や観光誘客のための施設のモニュメント化など招致・開催後の活動が必要。

３．旅行商品化と情報発信の推進
本格的な商品化は、ファムトリップなどでの成果と課題を踏まえた促進と共に、将来
性のあるＡＳＥＡＮ諸国を対象としたニーズ調査などが必要。スポーツ観戦チケットの
海外販売に向けてはリスクヘッジを行う仕組みづくりや国際間の大会エントリーシステ
ムなどの検討が必要。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、映画など日本の魅力と組み合わせた情報発信や日本ブランドの構築、
「スポーツ観光
マイスター」の活用、ターゲット国に特化・集中した観光プロモーション展開が必要。

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人材の認定制度の創設やセカンドキャリアとしての元アスリート
の活用、高度専門人材としての外国人の活用、大学等でのスポーツツーリズムの教育機
会の充実が必要。幼少期からの多様なスポーツや旅行の経験も極めて有意義。

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
本会議の検討を引継ぎ、国際競技大会招致等のためのスポーツと観光の団体・企業な
どと国の連携組織となる民主導のＪＳＴＡ創設の動きを観光庁ほか関係省庁で支援。
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各ワーキングチームの課題抽出と調査から導き出された方向性
スポーツ・ツーリズム推進連絡会議（以下「本会議」という。）は、４つのワーキン
グチーム（以下「ＷＴ」という。）を設置し、（図表１参照）「スポーツツアー造成」
「チケッティング改善」「国際化・国際交流」「施設魅力化・まちづくり」のそれぞれ
のテーマごとに課題の抽出と、実証実験や調査などを踏まえた議論を行ってきた。
図表１

スポーツ・ツーリズム推進連絡会議
（本会議）
全体の目標設定、検討の総合調整
検証内容の確認、方向性の決定

スポーツツアー
造成ＷＴ

国際化・
国際交流ＷＴ

チケッティング
改善ＷＴ

施設魅力化・
まちづくりＷＴ

専門的な知見や現場意見からの課題抽出と、調査・検証内容の確認、検討

各ＷＴはそれぞれ、昨年６月に２回、７月に１回、計３回の会議を開催し、我が国の
スポーツツーリズムの推進における諸課題を抽出した。そして、昨年７月２８日に実
施された第３回本会議と、８月中旪のＷＴにおいて抽出された諸課題を総合し、本年３
月までに検証可能な項目を明確にした。
そして、それらの検証可能な項目を「実証実験」「調査」「その他の検討」に分
類した上で検証を行った。（図表２参照）
それぞれのＷＴからの報告として取りまとめられた内容は、本基本方針作成のための
基礎となっている。以下、別添として、各ＷＴ別に抽出した課題と課題解決に向けた方
向性の検討内容をまとめている。
図表２：スポーツ･ツーリズム推進連絡会議スケジュール
5月
6月
7月
8月
9月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月
上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下旬
中間報告作成

全体作業項目

本会議

４回開催

ワーキング 各WT毎に
全５回開催
チーム

ワーキングチームによる
課題抽出

本
会
議
W
T

調査業務

スポーツツーリズム推進連絡会
議
報告書の取りまとめ

実証実験や、調査業務による課題検証・確認の実施

本
会
議
W
T

W
T

実証実験
課題の
検証

課題解決の方向性の確認、議論の実施

本
会
議

本
会
議
W
T

抽出された課題を
調査内容へ
落とし込み

準備期間
カナダ現
地調査

W
T
実施

実施
実施

４ヶ国調査
実施

実施
実施

実施

日本国内事例調査の実施
実証実験や調査業務の結果などから、各検討項目を議論

検討事項
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実施

実施
実施
韓国訪
問調査

調査結果の検証
報告取りまとめ

一
年
間
の
活
動
報
告
書
作
成

（１） スポーツツアー造成ワーキングチーム（座長：沢登 次彦 副座長：高橋 義雄）
課題１ 訪日旅行のターゲット顧客に対する魅力的なツアー造成
訪日旅行の魅力的なツアーを造成するには、「観る」スポーツ、「する」スポーツ、
「支える」スポーツについて４か国・地域（オーストラリア・韓国・中国・台湾）需
要調査を行う必要がある。対象とする国で集計するだけでなく、それぞれの国の顧客
のセグメント化を行い、年齢や性別によるスポーツの志向を分析することで、ターゲ
ット顧客への訴求度を高めることができる。
課題解決の方向性
ターゲット国ニーズ調査では、訪日旅行の中でスポーツツアーについてのイメー
ジ、ブランドはまだ薄いが、「観る」スポーツ、「する」スポーツにおいて潜在ニー
ズが確認できる。ターゲット国の潜在的なニーズを捉えて旅行ツアー造成することが
大切である。各国のスポーツ振興度、人気度、そして日本に対する印象によって、様々
なニーズが存在するため、国別・性別・年代別にニーズを分析し、興味度の高いスポ
ーツを組み合わせることで魅力度を高めていく。
そして、日本らしさを実感できるスポーツの楽しみ方を伝えることも重要であり、
ニーズの強弱の尺度分析を行い、期待度のレベルを測ることも必要である。期待度の
レベルでは、①このために訪日旅行に行く②日本に行ったらぜひ寄りたい、について
は訪日を希望する主要な誘客要因となる。③日本旅行の魅力のひとつ④きっかけがあ
れば体験する⑤何もしないよりはしてみたい、のレベルは訪日したなら体験しよう、
見てみようとする副次的な要因である。副次的な要因の場合は、主要な観光のコンテ
ンツにスポーツ観光要素を組み込み、高い満足度を得ることで日本への再訪につなげ
ることが大切である。また、造成したツアーの価格設定も重要度が高い。競合国と価
格面での差別化を行い、可能な限り価格面でのハードルを低くしたツアーを造成する
ことで初来日の外国人旅行者へもスポーツツーリズムを推進していきたい。
課題２ 地域行政の協力体制の整備
スポーツツーリズムの推進には、地方公共団体と地域のスポーツ団体や観光関係者
の情報共有・連携が不可欠である。
課題解決の方向性
スポーツツーリズムの推進は、スポーツ団体や観光関係者、さらには地方公共団体、
外郭団体を含めた業界団体などスポーツツーリズムのビジネス構造を理解し、関係者
が協力・協働していくことが大切である。
平成２０年度の調査によると、我が国のスポーツ施設のうち、９割弱が学校・大学
の体育施設や公共スポーツ施設が占めており、公共施設を安価に活用すること、公共
施設の適切な使用許可など、公共施設の管理者である地方公共団体のスポーツ振興部
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門と観光部門の協力なくして発展は見込めない。地方公共団体のスポーツツーリズム
の推進強化のためには、行政が主導するスポーツツアーの成功事例を集め、国がコン
テストを開催して広く告知することなども必要である。
今後スポーツツーリズムが地域の観光振興に大きな役割を果たすといった認識を
地方公共団体で醸成するために、現状のスポーツツアーの経済波及効果を正確に測定
する必要もある。「観る」スポーツや「する」スポーツに参加する本人と同行者につ
いて、宿泊費、国内移動交通費、お土産代、飲食費、施設利用料などを集計分析する
簡易なシステムを整備も期待される。スポーツ大会を招致する場合は、国際大会、国
内大会、地域大会等の規模の差による経済効果の違いなども関係者において認識する
ことが大切である。
地方公共団体と関係する民間組織の連携には、国がリーダーシップを発揮し、地方
公共団体やスポーツ団体にスポーツツーリズムの機運醸成を働きかけることが求め
られる。
課題３ 「観るスポーツ」・「するスポーツ」と地域観光の魅力との連携
「食」「温泉」など日本らしい観光資源とスポーツを結びつけたツアーの造成を検
討することが必要である。日本らしいスポーツツーリズムが差別化となって競争優位
となると考えられる。
課題解決の方向性
日本の自然や文化は「ＣｏｏｌＪａｐａｎ」と言われるように外国人を引き付ける
魅力を持つ。「食」「温泉」「花火」など日本らしい地域の魅力と日本のスポーツツ
ーリズムを組み合わせた日本型スポーツツーリズムとして提供することが求められ
る。そして日本型スポーツツーリズムのテーマの統一感が高まることで、ブランドと
なると考えられる。今後、実際に旅行する側の視点に立ち、求められる周辺観光の範
囲、さらには周辺観光の選択に見られる顧客の行動様式の分析を通じて組み合わせる
地域観光の魅力も明らかになる。
課題４ プロモーション戦略
魅力的なツアーを造成すると同時に、造成した商品を顧客に伝えることが重要であ
る。日本型スポーツツーリズムを外国人に気付いてもらうためには、発地（外国）で
の戦略的なプロモーションが重要である。また現状では、スポーツツーリズムを目的
とした訪日外国人旅行者は、ごく一部の競技に限られると考えられ、到着後の着地で
の情報提供の方法が課題である。
現在考えられる方法には、パソコン、モバイル、スマートフォンなどのネット環境
の整備、パンフレット等を使用した観光案内所での情報提供、ホテルコンシェルジュ
による宿泊施設での情報提供、そして開催会場での情報提供が考えられる。これらの
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情報提供の方法は、訪日外国人旅行者の日本を意識する行動導線の中で捉える必要が
ある。発地（外国）や着地（日本）でのプロモーションを戦略的に行うためには、現
状の情報伝達の流れを把握すること、訪日外国人旅行者の情報提供の要望を把握する
ことにより、現状とのギャップを埋めていくことが課題である。
課題解決の方向性
プロモーションを展開していくためには、参加した人や体験した人の満足度が圧倒
的に高い価値を明確にする必要がある。これらの価値を経験した旅行者はリピーター
となり、彼らのコメントはブログ、口コミ、twitter、facebook などで展開され、新
規顧客の獲得にもつながる。こうしたスポーツツーリズム推進の“正の連鎖”を創る
ことが求められる。
日本のスポーツツーリズムの優位な点を明確にし、その軸を創ることにより、ツア
ー造成しっかりしたものとなる。そしてサービス提供の工夫すべき点も統一され、理
想的なプロモーションが可能となる。プロモーションの理想的な展開は、訪日外国人
旅行者が日本型スポーツツーリズムに期待し、実際の体験から期待以上の感動を得
て、その感動をソーシャルネットワークで友人・知人に発信するという情報の流れを
つくることである。旅行者の期待以上に評価される環境をつくることが最大のプロモ
ーション戦略となる。今後のスポーツツーリズムのツアー造成を継続していくために
は、現地の主要な旅行会社のツアー造成担当者に新しい価値を組み込んだスポーツツ
アーを体験してもらうファムトリップなどを国が支援するなどの施策も必要である。

（２） チケッティング改善ワーキングチーム（座長：高橋 義雄 副座長：荒木 重雄）
課題１ 訪日外国人旅行者のスポーツツーリズムの基礎情報収集
訪日外国人旅行者（インバウンド）のスポーツチケット購入について、これまでマ
ーケティング調査が行われていなかったため、対象国のターゲット別にマーケティン
グを行い、チケット（商品内容）、価格、販売流通方法、プロモーションの最適化を
図るための情報を得る必要がある。
課題解決の方向性
ターゲット国ニーズ調査の結果、訪日旅行の目的としてのスポーツツーリズムは下
位であった。一方で訪日回数が増加するにつれ、スポーツツーリズムを目的とする割
合が増加している。訪日回数の多いリピーター客への新たな日本の楽しみ方としてス
ポーツツーリズムをアピールすることでニーズに応えられる可能性がある。
特に、外国人旅行者の発地（外国）と差別化された自然環境の強みを生かしたスポ
ーツコンテンツと連動した観光の組み立てが必要である。
旅行の情報源は、旅行会社のパンフレットやホームページ、旅行雑誌であり、発地
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での情報発信の取組が重要である。発地旅行会社への情報提供、発地メディアへの露
出などを戦略的に行う必要がある。また、友人・知人からの口コミの影響も大きいた
め、旅行者の期待を裏切らないサービスによって新たな口コミによる効果が期待でき
る。
観戦型のスポーツツーリズムでは、日本固有の大相撲のようなスポーツに対するニ
ーズと発地で人気のスポーツにニーズがある。ターゲットとなる国の旅行者が理解す
るスポーツでありかつ、観戦したいと思う選手がいることが重要である。
今後、性別・年齢や旅行頻度、趣味などのセグメントにおいてきめ細かい分析とマ
ーケティングが必要である。また戦略的に、現在訪日外国人旅行者の最も興味関心の
高い大相撲について深く分析するための調査が必要である。また継続的にスポーツツ
ーリズムに関連するデータの収集を行う必要性が指摘され、既存の調査に関連項目を
加えるなどの工夫も必要である。今後は、参考情報として、国内の旅行会社が取り扱
う日本人の海外旅行におけるスポーツツーリズムの事例も把握していく必要がある。
課題２ 日本国内の訪日外国人旅行者への対応の実証実験
国内に滞在する訪日外国人旅行者に対して、比較的安価で簡易な情報提供を行うこ
とによる影響を調査し、身近な介入による変化を検証し、問題点をさらに深く抽出し
分析検討する必要がある。また着地（日本）での情報提供者（コンシェルジュ等）と
スポーツ団体の情報共有を行うことが課題である。
以下は、各種実証実験で得られた代表的な意見である。
Ａ．東京ドーム・日韓戦ファムトリップ
外国語の案内をみながらチケットを購入することが難しいとのコメントがあっ
た。また東京ドームのスタジアムツアーでも英語・韓国語・中国語などの多言語対
応の希望があった。また普段から日本のプロ野球の情報を日本語以外で得られるよ
うな対応が必要であることが指摘された。チケット販売についてはチケットの確保
とキャンセルの対応、チケットを手配の交渉するスポーツ団体側の窓口、海外での
購入方法などの改善が必要との指摘があった。
Ｂ．競馬・Ｊリーグファムトリップ
チケット手配の方法や海外へのＰＲの強化が必要であると指摘された。また視察
後にはスポーツツーリズムの商品化の可能性があることが判明したことからも、未
開発の観光資源であった。サッカーの場合も欧州と比較して認知度が低いことが挙
げられた。
Ｃ．北海道日本ハムファイターズ・札幌観光
ホテル着地型のプロ野球観戦ツアーに対しては、情報強化、サービス内容の提示、
パンフレットの多言語対応、対象国ごとのパッケージ化・メニュー化が必要である。
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Ｄ．鈴鹿Ｆ１グランプリ・三重観光
Ｆ１は専門性が高く、ＰＲや募集方法、チケット購入などの工夫が必要との指摘
があった。
Ｅ．マリンスタジアム・ボートレース・武道館
野球の商品化の可能性が高いとの回答が寄せられた。また韓国選手との交流会な
どの付加価値をつける必要が指摘された。エンターテイメントとギャンブルという
視点はオプショナルツアーとして可能性が示唆された。
Ｆ．ゴルフファムトリップ
今回調査で実施したゴルフ場でのプレイ及びゴルフレッスンは高い可能性が示
された。中国に対してはまだ富裕層のスポーツであるため、富裕層をターゲットと
したマーケティングが必要であるとの指摘がなされた。
Ｇ．世界柔道
世界柔道選手権の観戦を目的として来日した回答者は７割を越えた。また来日経
験が５割弱みられた。開催地東京以外の関西などへの旅行も行っていた。情報はガ
イドブックなど自国で情報収集しており、手配も自ら行っていた。出場選手の関係
者が４割弱おり、大会関係者へのオプショナルツアーの造成の可能性が示唆され
た。滞在中にショッピングも行っており、経済的な効果も期待できる。参加者はス
ポーツイベントカレンダーや公共交通に関する情報を求める傾向にあった。
課題解決の方向性
全体的に今回の実証実験では、オプショナルツアーとして造成できる可能性が示唆
されたが、国別のスポーツへの趣向に違いを理解することや、現地旅行会社と連携し
た日本のスポーツ情報の発信、チケットの手配をはじめ、旅行者の言語に合わせた多
言語サービス、さらには観戦以外の付加価値を用意することが必要である。
観戦系のスポーツツーリズムにおける多言語対応は、現在通訳ボランティアなどの
仕組みが生まれつつあるが、スポーツ観戦の各場面ごとでの特殊な通訳も求められる
ため、語学系大学などと連携しスポーツ通訳育成のための仕組みが求められる。
課題３ 海外向けスポーツツーリズム情報プラットホームの試行
海外からの関心をインターネットのアクセスログ等の分析やプラットフォームを
通じたＷｅｂ調査などでマーケティングの視点から分析する。対象国（韓国・台湾等）
における大手ポータルサイトとの連携を検討。課題として、所属団体の協力、および、
選手本人・マネジメント側との肖像権の問題がある。
課題解決の方向性
ファムトリップによる実証実験から、スポーツツーリズムに関連するさまざまな情
報発信・ＰＲ・多言語対応の必要性が指摘された。また旅行者の情報源として旅行会
社の店頭案内・パンフレット・ホームページと旅行雑誌が重要であることから、日本
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のスポーツツーリズム情報プラットフォームを日本側の視点だけでなく、現地（外国）
旅行代理店や現地旅行雑誌社、現地メディアなどと連携して情報発信のためのプラッ
トフォームを構築する検討が必要である。
現在、韓国人野球選手が所属するオリックス・バファローズ（オリックス野球クラ
ブ株式会社）では、韓国語に翻訳可能なホームページを作成しているが、多言語対応
へのこうした取組の結果や課題について、具体的な実証実験を今後も行い、情報共有
するための仕組みも求められる。
さらに、台北で開催された「ＩＳＵ四大陸フィギュアスケート選手権大会」では、
我が国のスポーツコンテンツの情報発信力を活用して国によるインバウンド観光の
ＰＲがなされるなど、日本の文化や産業と連動して日本の観光をはじめとする魅力を
発信した。本事例から、スポーツツーリズム情報プラットホームは、スポーツ情報を
発信するだけでなく広く日本の文化・産業などと連携したものにすることや、さらに
スポーツイベントでのサンプリングやＰＲなどとの連動したマーケティングツール
にしていくことの検討が必要である。そのほか、近年急速に利用者を伸ばしているソ
ーシャルメディアの twitter、facebook を活用した情報提供を検討すべきである。
課題４ 国内スポーツ組織の国際戦略立案のための勉強会の開催
国内スポーツ組織と観光業界、メディアの連携強化を図ることが結果的にスポーツ
ツーリズムを強化する。
課題解決の方向性
本会議をはじめ、北海道や沖縄県ではスポーツツーリズム協議会が設立されたこと
や、埼玉県さいたま市の「さいたま市スポーツコミッション」や関西経済同友会によ
る「スポーツコミッション実現委員会」などの取組や情報を広く全国に周知し、イン
バウンドのスポーツツーリズムに積極的な団体による勉強会を全国に普及させてい
くことが必要である。
また、例えばスポーツツーリズム推進のための首長会議などを発足させ、具体的な
先進事例を推し進める施策の必要性が指摘された。また旅行会社のスポーツツーリズ
ムの事例におけるチケット販売に関する課題を収集し、スポーツ団体とチケット販売
に関するノウハウの開発や研究する研究会などの仕組みも検討すべきである。理想的
には、我が国のスポーツに限らず、歌舞伎をはじめ音楽、芸術、文化などのすべての
興行が外国にいながらチケットを手配することができる仕組み「チケット・ジャパン
Ticket JAPAN（仮称）」の構築を目指すべきである。
最後に国が検討しているスポーツ基本法や成立後のスポーツ振興基本計画にスポ
ーツツーリズムを念頭においた組織づくりを政府として推進する体制を整えること
が必要である。
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（３） 国際化・国際交流ワーキングチーム（座長：原田

宗彦

副座長：藤口

光紀）

我が国のインバウンドツーリズムに関して、平成２２年は前年比２６．８％の過去
最高の８６１万人が日本を訪れたが、スポーツを観光目的とする旅行者の数はまだ少
ない。今回実施したターゲット国ニーズ調査によれば、訪日旅行の目的の中で、スポ
ーツと答えた韓国、台湾、中国の旅行者の数は全体の１割から２割程度である。その
最大の原因は、「旅行目的地」がスポーツを外国人旅行者向けの旅行商品として認識
しておらず、したがってスポーツの持つ魅力が、可視化された情報として発信できて
いないことにある。
課題１ 招致支援
インバウンドツーリズムにスポーツが寄与できる最大のポイントは、海外からの集
客が見込める国際競技大会ＣＳＴの招致である。したがって、これまで都市や競技団
体が行ってきた招致活動を、ツーリズムという視点から観光庁がどのように戦略的に
支援できるかについて議論を深めることが重要である。
課題解決の方向性
我が国に国際競技大会を招致するためには、国内スポーツツーリズム支援機構の設
置が望ましい。ＣＳＴＡやＮＡＳＣに類似した機能を持つスポーツツーリズム支援機
構を設立し、そこが母体となり、日本オリンピック委員会と各競技団体、そして地方
公共団体と協力して国際競技大会招致と国内スポーツ合宿等の情報交換に取り組む
ことが望まれる。さいたま市が本年秋に設置する「さいたま市スポーツコミッション」
や、関西経済同友会が実現をめざす「スポーツコミッション実現委員会」のような組
織が今後増えるにつれて、緩やかな連携を担う機構が必要となる。将来的には各競技
団体が予定する国際競技大会に関する情報の共有や、ＣＳＴＡが提供を行っているス
ポーツツーリズム振興の経済効果等を定量化できるテンプレートの開発も必要にな
る。
国際コンベンションでのマーケティング活動も重要である。日本オリンピック委員
会と協力してＩＯＣ関連のスポーツ国際会議（例：SportAccord Convention）にブー
スを出展し、日本のスポーツツーリズムの可能性をアピールするとともに、世界のス
ポーツイベント動向に関する情報を収集する。それによって、ＩＦに対して国際競技
大会や事前合宿等の呼び込みを行うなど、２０２０年（平成３２年）～のオリンピッ
ク招致も視野に入れたスポーツ外交的な機能も必要となる。さらに、国際雪合戦のよ
うな潜在性のあるウィンタースポーツを世界に広める、ロビー活動を含めたマーケテ
ィングを国レベルの支援策として行う必要性がある。
招致可能な国際競技大会を選定した上で、国際イベントのアタックリスト作成し、
地方公共団体やスポーツ団体と一体になったイベント招致活動を支援する。具体的に
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は、招致活動のプロセスや、観光事業者の視点を盛り込んだ冊子やブックレットを作成
し、国際競技大会招致の機運を醸成する。
課題２ 大会開催支援
既に日本での開催が決定している大会に対する国の支援策について議論する。前述
のスポーツツーリズム支援機構のような非営利組織の設立や、外国語に堪能なスポー
ツボランティアの組織化、そして後述する外国人観光カリスマの招聘などについて議
論を行う必要がある。
課題解決の方向性
既に開催が決定している世界体操やラグビーワールドカップ等の国際スポーツイ
ベントに関連して、組織委員会に対する事業支援を行う。また国が中心となってイベ
ント開催の主体となる地方公共団体やスポーツ団体関係者が活用しやすいブックレ
ットの作製やポータルサイトの構築を支援する。さらに海外に向けた情報発信として
ＮＨＫワールドのような国際的な放送媒体を活用して個々のスポーツ団体では不可
能と思われる国レベルの情報提供を行う
課題３ 情報発信
情報発信に関しては、外向き（海外競技団体と一般向け）と内向き（地方公共団体、
スポーツ団体）の二方向がある。前者は、日本のスポーツ・文化・芸術をコンテンツ
化し、海外に情報発信することである。特に日本のスポーツツーリズムの強みである
、野球、サッカー、そして武道に関する情報の可視化が重要である。地方公共団体や
スポーツ団体に対しても、知名度の低いスポーツツーリズムに関する情報を組織的に
伝達する啓蒙的事業の展開が求められる。
課題解決の方向性
優先順位としては、スポーツツーリズムの全体像が一目でわかるブックレットの作
成と関連組織への配布が必要である。社会実験として、ソーシャルメディアやユーチ
ューブなど、新しいソーシャルメディア・ミックスを考案し、スポーツツーリズム情
報を発信することも検討すべきである。そのほか、観光マイスターを活用した日本の
フィーチャリングビデオの制作など、日本を発信する国家戦略の立案が求められる。
さらに国が主体となってスポーツツーリズムの国際会議を開催することが望まれ
る。招待者はＣＳＴＡやＮＡＳＣの代表者や、ＩＯＣ関係者であり、アジアでスポー
ツツーリズムの先進国であるという評価を確立する。そのほかJリーグと提携して、
中国の富裕層に対して、「埼玉スタジアム２００２」のビューボックスを使用したサ
ッカー観戦をするといったモニターツアーの実施も積極的にすべきである。
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課題４ アウトドアスポーツに関する新しいインバウンドマーケットの開拓
東南アジアにおけるアウトドアスポーツに対する潜在的な需要が国際調査で明ら
かになった。ターゲット国ニーズ調査でも、中国人の９４．３％が日本のスキー場へ
の来訪意図を示している。また中国人が好む温泉（６６.１％が訪日旅行の目的とし
ている）との組み合わせによって、新しいニーズを喚起することも可能となる。日本
は東南アジアにないアウトドアスポーツの宝庫であるという事実を充分に確認しつ
つ、豊かな自然資源の活用を世界に発信していかなくてはならない。
コーラルリーフからパウダースノーまで豊かな自然資源を持つ日本のアウトドア
スポーツ環境は、国内だけでなく海外からもスポーツツーリストを誘客できる可能性
が高い。例えば最北端である北海道宗谷岬（北緯４５度５２分）から最南端の波照間
島（北緯２４度０２分）は、アメリカで言えば、西海岸のシアトル（４７度３０分）
からアメリカ最南端のフロリダ州キーウェスト（北緯２４度３３分）と同じ長さであ
り、他のアジア諸国にはない、冬のスポーツと亜熱帯のスポーツが同時に楽しめる希
少なスポーツ環境を有している。
さらに日本の国土の６８.３％は森林に覆われており、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。国
土のうち森林に覆われている割合を示す指標を「森林率」といい、日本は６８.３％
であり、スウェーデンの６６.９％よりも高く、フィンランドの７３.９％に続いて世
界で２番目である。
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（図３参
照）。海に目を転じれば、日本には北から南まで多くの島がある。陸地の面積に比べ
てどの程度海岸線の距離が長いかを示す概念に、「島嶼部（とうしょぶ）性」という
言葉があるが、６,０００以上の島から成る日本は、７,０００以上の島から成るフィ
リピンに次いで世界で２番目である。これだけでも、マリンスポーツの宝庫であり、
豊かな観光資源を持っていることが分かるが、観光産業領域と同様に、先端的な観光
産業振興の取組からは取り残されている。
課題解決の方向性
全世界で約６億人が利用者していると言われるソーシャルメディアを活用し、実名
で日本の観光資源の活用を問いかけるとともに、外国人のスポーツ観光マイスターを
任命し、情報を発信する仕組みを造る試みが重要である。特に東南アジアのマーケッ
トに向けて、先端的なアウトドアスポーツの観光商品づくりが急がれる。国内の視点
から進めてきた日本の観光業を改革するために、外国人の目線から新たなツーリズム
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を創造する観光維新のような動きも必要である。
このほか、日本の強みを活かしてアウトドアスポーツのモニターツアーの実施と商
品開発がある。今日、アウトドアスポーツが、性別や年齢に関係なく、身近な活動に
なった理由の一つとして、スポーツ用品の進化がある。近年のアウトドアスポーツ用
品は、軽量化と高機能化による携帯性と、ファッション性が著しく向上し、これによ
って、シニア層に加え、「山ガール」という若い女性登山愛好者や「美ジョガー」と
呼ばれる若い女性ランナーを購買層に取り込むことができた。さらに１台数十万円も
するロードレーサーの売れ行きが好調で、特に中高年層のサイクリストの増加が目立
つ。このようなトレンドは、数年がかりで中国の富裕層に伝播する可能性を秘めてい
る。タイムラグマーケティングによる誘客策の展開が必要とされる。またスキーと温
泉の組み合わせは、東南アジアの人々にとって、強力なプッシュ要因になる可能性を
秘めている。本年はスキーが日本に伝わってから１００周年となる節目であり、スキ
ー人口の拡大を目指すスキー場にとって、東南アジアの富裕層は、再生の鍵になる可
能性を秘めている。

図表３ 高低差を利用したアウトドアスポーツ（原田、2011）
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（４） 施設魅力化・まちづくりワーキングチーム（座長：吉永 憲 副座長：原田 宗彦）
課題１ 規制緩和
スポーツツーリズム推進の上でクリアしなければならない壁である規制の洗い出
しと、規制緩和の具体的なあり方についての検討が急務である。
規制緩和の対象となる分野は、各種スポーツ大会開催・運営に関係するものと競技
場･施設などに関係するものの２つに大別される。このうち大会開催・運営に関する
分野では、競技コースとして使用する道路の使用許可など道路交通法の規制緩和が強
く求められている。また、法規制に付随した問題として、「地域の理解」という目に
見えない規制も、スポーツ大会の運営では大きな課題となっている。仮に申請通り道
路使用許可をうけても、スタート地点やゴール地点にある駐車場の出入り口の規制が
必要な場合、土地所有者や利用契約者の理解が得られなければ地点やコースを変更せ
ざるを得ないこととなる。したがって、規制緩和問題では、法的な規制への対応とと
もに、スポーツに対する地域の理解の醸成が課題となる。
実証実験の対象とした高松のトライアスロン大会の運営でも、道路使用許可をはじ
め道路交通法の規制に関する関係者協議会を設定するために１０か月近くの時間を
要した上、協議開始後も次々に課題が浮上し、特に警察との調整の難しさが浮き彫り
となった。
また、道路交通法以外の規制では、施設管理者である行政などによる公園の利用規
則も、スポーツ分野では大会運営面の障壁となるケースが多い。例えば、昨年実証実
験を行なった自転車競技のツール・ド・フクオカの場合、会場となったアイランドシ
ティ中央公園の①公園内の広告、販売の禁止（業者所有テントの持ち込み、のぼり、
バナー等の広告、許可された飲食以外の販売を一切禁止）②テントでの販売は禁止（
衛生上の問題から事前に保険所の認可がとれている移動販売車での販売のみ）③一般
利用者の妨げになってはいけない（使用範囲の限定、自転車の公園内乗り入れ禁止）
などの規制が大会運営を制約した。結果的にイベント会場全体で広告、物品の販売に
規制がかけられ、イベントに出店した各事業者に満足していただける会場運営ができ
なかったうえ、使用範囲が限定された影響を受け、大会参加者に十分な飲食ブースの
確保が困難になったなど、次回以降の運営に大きな課題を残した。
課題解決の方向性
全国各地の状況に合わせ、スポーツ関連で必要と思われる規制緩和対象を洗い出
し、国・地方公共団体関係部門で規制緩和条件や道路交通法などの許可基準を明確化
する。これにより、スポーツ大会運営者などからの監督官庁や施設管理者へのアクセ
スを容易にすることで、各地の実情に合った規制緩和をめざす。更に総合特区などの
特区制度を活用し、特定地域における規制緩和の実現を目指す。なお、こうした緩和
実現には、地域住民の支持が不可欠である。そのために地域性を踏まえた的確な提案
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を通じて、地域住民のスポーツに対する意識改革を促すことが規制緩和分野では重要
な要素である。
課題２ 人材育成
観光、スポーツ、地域再生などの観点に立ち、スポーツ･ツーリズムを総合的にプ
ロデュースできる人材を育成するための制度設計、仕組み作りが急務となっており、
そのガイドライン作りなどの環境整備が大きな課題となっている。こうした人材育成
事業を支えるものとして、スポーツ・健康･観光コンシェルジュやスポーツ観光ガイ
ド（例：スポーツミシュラン）など、スポーツ･ツーリズム推進を支援する資格制度
や媒体の整備も重要である。
人材育成については、観光をはじめスポーツ、地域活性、文化などの分野で資格制
度や検定が存在しているが、それぞれが独立して運用されているため、監督官庁や運
営団体・組織間の連携が十分とはいえず、地域での人材活用に活かしきれていない。
一方、地域においても、スポーツツーリズムに対する概念が確立されていない現状
では、必要となる分野や必要な人材について基本的な認識すら共有されておらず、地
域に根ざしたスポーツツーリズムの醸成につながっていない。また、各地域における
人材の受け入れ態勢についても十分とは言えず、育成した人材が地域に定着しないこ
とが予想される。また、人材育成問題では、多言語対策も重要な観点である。インバ
ウンド促進を念頭に置くと、外国語に堪能な人材の確保は地域では難しく、ましてや
観光やスポーツなどの専門知識を有する人材となると、簡単には確保できない。しか
も近年の訪日外国人旅行者の状況を考えると、英語だけではなく中国語と韓国語は地
方でも必須である。
課題解決の方向性
スポーツツーリズムを推進するための人材育成の制度の創設が求められる。各地に
根ざしてスポーツツーリズムを総合的にプロデュースする人材を育成する。具体的な
育成対象は、観光事業や地域活性化事業、地域再生事業のほかスポーツ関連産業に従
事する者や、こうした分野に関心のある若者である。それを一般公募のほか、大学の
観光学科やスポーツ関連学科をはじめ各種の専門学校などと連携し幅広く人材を募
集する。また、日本在住外国人の人材活用も実施する。これは単に多言語対応という
ことではなく、外国人の思考や行動様式を前提とした受け入れ態勢を整備するうえ
で、有効に機能する。
スケジュール目標として、人材育成プログラムについては、平成２３年度に制度設
計を終え、平成２４年度から順次実施に移すことを検討する。なお、この際、中央と
地方では当然のことながら手法が異なるため、それぞれの立場での十分な状況判断と
手法の分析が必要である。
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課題３ 関係データの収集・蓄積
国内でスポーツツーリズムを展開する上で、スポーツ大会の運営をはじめスポーツ
を目的とする旅行者の誘致などの面で①全国各地のスポーツ競技大会やイベント日
程、②同チケットガイド、③各種イベントの募集（応募）要項、④参加型スポーツの
ための施設ガイド、⑤宿泊施設情報、⑥各地の問い合わせ窓口情報などの情報を全国
レベルで収集し、データベース化する体制の整備が必要となっている。
一般に地域のスポーツ施設などの利用方法を、個人で調べるには限界がある。たと
えインターネットで当該のホームページを見つけても、必要とする情報が記載されて
いるとは限らないうえ、問い合わせ先も明記されていないこともある。また各種スポ
ーツイベント情報とそれに付随するチケット情報、イベント会場周辺の宿泊施設情報
など、スポーツを軸とした旅行で必要とされる情報のデータデース化も欠かせない。
これらの情報については、旅行代理店やスポーツ団体などが収集しているものが多
いと思われるが、現状では体系的に収集・処理されているとは言いがたい。こうした
情報へのアクセスもかなり限定されており、自由に利用できる環境にはない。
データアクセス面では、外国語対応も非常に遅れている。特に地方の情報について
は多言語化が遅れており、早急に整備する必要がある。少なくともインターネット経
由でスポーツツーリズムに必要な最低限の情報を、多言語で入手可能な体制を構築す
ることは、インバウンド促進の観点からも急がれる。
さらに、先行してデータベース化との取組を始めている組織などを調査するととも
に、こうした団体･組織との連携したデータデース化作業も視野に入れるべきである。
課題解決の方向性
スポーツツーリズムを推進するために必要とされる各種の情報を①スポーツイベ
ント観戦関係、②スポーツイベント参加関係、③施設利用関係、④宿泊など旅行関係
などの項目に合わせて、体系化し、それぞれの収集方法を官民一体となって構築する。
収集したデータは、日本語のほか英語、中国語、韓国語、ドイツ語、フランス語、ス
ペイン語、ロシア語など可能な限り多言語対応を行い、インターネット経由で誰でも
気軽にアクセスできる環境を整える。また、既にデータベース化を図っている旅行代
理店などの企業・団体と連携し、無駄のない情報収集システムを構築する。
課題４ 施設の魅力化とまちづくり
施設の魅力化については、都市部と地方部では状況が大きく異なる。施設の利用率
ひとつをとっても、一部の例外を除き、当然のことながら人口の集中している都市部
が高く、施設数にも大きな差がある。半面、施設自体の充実度となると、一概に都市
部が整備されているとは言い難い面がある。地方部に良く見られる総合運動公園など
の大型のスポーツ施設は、管理も行き届いており大型の大会招致も可能な施設が多い。
これは地域にとって大きな財産であり、官民一体となったスポーツ大会招致活動など
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によって、こうした施設を地域活性化につなげることも可能である。
一方で地域の実情に合った施設の定義は、千差万別で簡単には定義することができ
ない。「大型の大会を招致」をはじめ「滞在型のスポーツ観光拠点」「運動部合宿の
誘致」「地域住民のための運動場」「外国人旅行者誘致」など地域の目指すことや狙
いによって必要とされる施設も異なる。また、施設は管理・運営面が充実していなけ
れば、結果的に利用者にとって魅力ある施設とはならない。人材確保などを含めて、
地域に合った施設整備が必要である。これは新設の施設だけの問題ではなく既存の競
技場や体育館などの施設の改修や管理体制の見直しなど、従来からあるものの魅力化
もスポーツツーリズムの重要なテーマである。
こうした施設の魅力化は、まちづくりと不可分の関係にあり、地域密着型の推進体
制の構築が求められている。たとえば施設の魅力化に合わせて、スポーツツーリズム
を推進しようとすれば、地域プロデューサーのような「まちづくり」のプロとの連携
が必要であり、地域住民の理解が得られる計画でなければ実現は望めない。つまりど
のような規模の競技大会を受け入れるのか、またはどのような合宿や一般市民へのス
ポーツ施設提供を行なうのか、外国人受け入れはどうするのかなど、各地域の考え方
に沿った施設整備を行うことが大切である。
課題解決の方向性
地域に根ざした施設の魅力化・まちづくりを実行するため、地方公共団体や地域に
おけるスポーツ団体、企業、旅行関係企業などが連携し、地域住民に理解され歓迎さ
れる方針策定のため、官民一体となったＳＴＡを各地域に設立する。またこうした方
針作りを円滑に進めるため、国が主導で、各地方公共団体をはじめスポーツ観光関係
者、地域住民に対する意識調査を実施するとともに、地方公共団体主導となるまちづ
くりについては、補助金などの支援制度の創設も検討する。
施設面では、新設ばかりでなく既存施設の利用、改修にも積極的に取り組むべきで
ある。特に学校体育施設の活用は、管理者である地方公共団体との連携が大前提とな
るが、地域における施設の魅力化を進める上で、有効な方法である。
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平成２２年５月１８日
スポーツ・ツーリズム推進連絡会議

設置要綱

１．趣旨
観光立国の実現に向けて、関係省庁・関係団体が連携してスポーツ観光に関する総
合的な推進方策について調査検討を行うため、観光庁長官が主催するスポーツ・ツー
リズム推進連絡会議（以下「推進連絡会議」という。）を設置する。
２．調査検討事項
（１）国際スポーツ大会・合宿・会議の戦略的誘致のあり方について
（２）スポーツの国際化と国際交流の推進方策について
（３）スポーツ観戦・参加ツアー造成の推進方策について
（４）海外からのチケッティングの改善方策について
（５）スポーツ施設の観光魅力化に向けた改善方策について
（６）スポーツを核としたまちづくりの推進方策について
（７）スポーツ・ツーリズムの推進組織のあり方について
（８）その他
３．構成及び運営
（１）推進連絡会議は、スポーツ観光関係団体有識者及び関係省庁出席者から構成す
る。
（２）推進連絡会議の構成員は、別途定めるものとする。
（３）推進連絡会議には、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることがで
きる。
（４）推進会議の下に、個々の調査検討課題について、専門的観点から検討を行うた
め、必要に応じてワーキングチームを開催することができる。
４．庶務
推進連絡会議の庶務は、観光庁国際交流推進課の監督の下、当該会議の運営を観光
庁から請け負う者が処理する。
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スポーツ・ツーリズム推進連絡会議

委員名簿
平成２３年６月１４日現在
順不同・敬称略

（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）

首藤

久雄

（社）日本プロサッカーリーグ

平野

祐司

日本トップリーグ連携機構

池田

弘

広報部長

イレブンミリオンプロジェクトマネージャー
事務局長

（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

（スポーツ統括団体）
川島

雄二

（財）日本体育協会

事務局長代理

中森

康弘

（財）日本オリンピック委員会

総合企画・国際部長

河原塚達樹

（財）日本レクリエーション協会

三藤

（財）日本武道館

芳生

生涯スポーツ推進部長

理事・事務局長

（スポーツ競技団体）
加賀山

公

（財）日本サッカー協会

事業部長

丸山

高人

（財）日本サッカー協会

マーケティング部長

徳増

浩司

（財）日本ラグビーフットボール協会

森

泰夫

（財）日本陸上競技連盟

村上

清

橋本

聖子

丸山

庄司

（財）全日本柔道連盟
（財）日本スケート連盟

事業部長
事務局長
会長

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

川崎東太郎

（社）日本ホッケー協会

井上

（社）日本ウォーキング協会

成美

ＲＷＣ2019 準備室事務局長

専務理事（国際トライアスロン連合（ITU）理事）

情報管理推進部長
事務局長

※（株）ｼﾞｪﾛﾝﾄﾛｼﾞｰｽﾎﾟｰﾂ研究所

代表取締役所長

（観光団体）
丁野

朗

（社）日本観光振興協会

常務理事・総合研究所長 ※（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

河上

一雄

（財）日本修学旅行協会

荒川

隆

会長
理事長

（財）横浜観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ･ﾋﾞｭｰﾛｰ

ｽﾎﾟｰﾂ･ｲﾍﾞﾝﾄ支援

専任ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ

担当課長

（観光関係企業）
加藤

誠

（株）ジェイティービー 旅行事業本部地域交流ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進室地域交流ﾋﾞｼﾞﾈｽ統括部長

市井

正之

近畿日本ツーリスト（株）

横溝

英明

楽天トラベル（株）

鎌田由美子

常務取締役

常務執行役員

東日本旅客鉄道（株）事業創造本部地域活性化部門
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部長

嶋村

一穂

松本健一郎
宇都宮

博

(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

西鉄旅行（株）日本橋支店長
（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

（スポーツ関連企業・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

斎藤

敏一

（社）スポーツ健康産業団体連合会

高橋

義雄

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

近畿大学経営学部経営学科教授

※前(株)北海道日本ハムファイターズ

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

渡邉

一利

（財）笹川スポーツ財団

岡本

佳文

近藤

洋介

（株）インディペンデンス 代表取締役社長兼 CEO

木村

正浩

（株）ゴルフダイジェスト社

会長

代表取締役社長
※（株）ルネサンス代表取締役会長

筑波大学大学院人間総合科学研究科 （スポーツ健康システム・マネジメント専攻） 准教授

代表取締役社長

※前（株）三菱自動車フットボールクラブ社長

※（株）ザ･ビッグスポーツ

社長

常務理事

Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

President&GM/Japan

常務取締役

（広告代理店）
渡辺

広之

（株）電通

ソーシャル・ソリューション局

局次長

前田

能成

（株）博報堂ＤＹメディアパートナーズ ｽﾎﾟｰﾂ･ｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄﾋﾞｼﾞﾈｽ局ｻｯｶｰﾋﾞｼﾞﾈｽ部長

笹井

浩典

（株）アサツーディ・ケイ

エンタテインメント事業本部文化・スポーツ室局長

（メディア）
菊池

裕

（株）フジテレビジョン

吉永

憲

（株）共同通信

沢登

次彦

スポーツ局スポーツメディア事業部長

情報企画本部

（株）リクルート

次長

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

（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

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

野田

広

厚生労働省

健康局総務課生活習慣病対策室長
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スポーツツアー造成ワーキングチーム

委員名簿（第５回現在・敬称略）

＜開催日＞
第１回：平成２２年６月１６日
第２回：平成２２年６月２３日
第３回：平成２２年７月２１日
第４回：平成２２年８月１９日
第５回：平成２３月３月 ２日

＜座長＞
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

＜副座長＞
高橋

＜委

義雄

筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授

員＞（５０音順）
石井

孝拓 （株）エイチ・アイ・エス東日本法人団体専門店事業部アカウントマネージャー

榎本

裕二

加賀山昭宏

西鉄旅行（株）東京営業部

日本橋支店

（社）日本野球機構（日本プロフェッショナル野球組織）

香川

晴美

近畿日本ツーリスト（株）

スポーツ事業部

田中

章

蜷川

彰

能智

大介

原田

宗彦

平田

稔

前沢

賢

前田

能成

増田

知之

宮本

宏史

（社）日本トライアスロン連合

御代

直也

（社）日本旅行業協会

山口

香

筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授

渡辺

広之

（株）電通ソーシャル・プランニング局次長

（株）ジャパン・スポーツ・プロモーション
日本政府観光局

海外プロモーション部

（株）フジテレビジョン

課長
取締役営業本部長

次長

スポーツ局スポーツメディア事業部

早稲田大学スポーツ科学学術院

パシフィックリーグマーケティング（株）
（株）博報堂ＤＹメディアパートナーズ
競馬国際化対応会議

広報部長

執行役員

サッカー事業部部長
審議役

事業広報委員

国内・訪日旅行業務部
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主任

教授

（社）日本野球機構（日本プロフェッショナル野球組織）

日本中央競馬会

事業部長

副部長

チケッティング改善ワーキングチーム

委員名簿（第５回現在・敬称略）

＜開催日＞
第１回：平成２２年６月１６日
第２回：平成２２年６月２１日
第３回：平成２２年７月２１日
第４回：平成２２年８月２０日
第５回：平成２３月３月 ２日

＜座長＞
高橋

義雄

筑波大学大学院

人間総合科学研究科

准教授

＜副座長＞
荒木

＜委

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

員＞（５０音順）

青木

克史

（財）日本サッカー協会

事業部

係長

石井

孝拓

（株）エイチ・アイ・エス東日本法人団体専門店事業部アカウントマネージャー

石橋

栄司

ぴあ（株）

香川

晴美

近畿日本ツーリスト（株）

ライブ・エンタテインメント局
スポーツ事業部

菊池

裕 （株）フジテレビジョン

柴田

光

首藤

久雄

（社）日本プロサッカーリーグ

徳増

浩司

（財）日本ラグビーフットボール協会

中舘

純一

野口

透

（株）アールビーズ

日本中央競馬会

執行役員心得
課長

スポーツ局スポーツメディア事業部長

社長室

副部長
ｲﾚﾌﾞﾝﾐﾘｵﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

RWC2019 準備室

競馬国際化対応会議

（株）ローソンエンターメディア

長谷川英司

西鉄旅行（株）東京営業部

原田

宗彦

早稲田大学スポーツ科学学術院

平野

祐司

日本トップリーグ連携機構

藤口

光紀

前沢

賢

前田

能成

山口

香

マネージャー
事務局長

調査役

ﾗｲﾌﾞ･ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ事業本部

副本部長

スポーツプロモーション支店
教授

事務局長

（財）日本スポーツコミッション

評議員

パシフィックリーグマーケティング（株）
（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長

筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授
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執行役員

国際化・国際交流推進ワーキングチーム

委員名簿（第５回現在・敬称略）

＜開催日＞
第１回：平成２２年６月１０日
第２回：平成２２年６月２４日
第３回：平成２２年７月２０日
第４回：平成２２年８月２０日
第５回：平成２３月３月 １日

＜座長＞
原田

宗彦

早稲田大学スポーツ科学学術院

教授

＜副座長＞
藤口

＜委

光紀

（財）日本スポーツコミッション

評議員

員＞（５０音順）

有塚

宣夫

（社）北海道観光振興機構

常務理事・事務局長

石井

孝拓

（株）エイチ・アイ・エス東日本法人団体専門店事業部アカウントマネージャー

大塚眞一郎

（社）日本トライアスロン連合

奥村 圭輔

（株）アールビーズ

加賀山

専務理事

事業部長

公 （財）日本サッカー協会

事業部長

香川

晴美

近畿日本ツーリスト（株）

坂牧

政彦

高橋

義雄

筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授

田中

章

（株）ジャパン・スポーツ・プロモーション

（株）電通

スポーツ局

スポーツ事業部

プロジェクトマネージャー

中里 裕一 （財）日本ラグビーフットボール協会
中森

康弘

西坂 啓之

課長

（財）日本オリンピック委員会

取締役営業本部長

ＲＷＣ２０１９準備室

総合企画・国際部長

東京都 スポーツ振興局 総務部 総務課長

能智

大介

（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

前田

能成

（株）博報堂ＤＹメディアパートナーズ

主任

スポーツ事業局サッカー事業部長

松本健一郎

西鉄旅行（株）営業企画本部東京営業部スポーツプロモーション支店支店長

丸山 高人

2022 年 FIFA ワールドカップ日本招致委員会

森

泰夫 （財）日本陸上競技連盟

吉川 英夫 （財）日本武道館

事業部長

振興部長
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実行本部長

施設魅力化・まちづくりワーキングチーム

委員名簿（第５回現在・敬称略）

＜開催日＞
第１回：平成２２年６月１０日
第２回：平成２２年６月２１日
第３回：平成２２年７月２０日
第４回：平成２２年８月１９日
第５回：平成２３月３月

２日

＜座長＞
吉永

憲

（株）共同通信

情報企画本部次長

＜副座長＞
原田

＜委
石井

宗彦

早稲田大学スポーツ科学学術院

教授

員＞（５０音順）
孝拓

大塚眞一郎

（株）エイチ・アイ・エス東日本法人団体専門店事業部アカウントマネージャー
（社）日本トライアスロン連合

専務理事

鎌田

啓之

楽天トラベル（株）

常務執行役員

河上

一雄

（財）日本修学旅行協会

木田

悟

（財）日本スポーツコミッション

佐藤

潤

（株）電通

佐藤

仁司

（社）日本プロサッカーリーグ

沢登

次彦

（株）リクルート

田内

亮二

（株）博報堂ＤＹメディアパートナーズ

高崎

尚樹

（株）ルネサンス

高橋

義雄

田中

章

（株）ジャパン・スポーツ・プロモーション

杖崎

洋

（社）日本フィットネス産業協会

中舘

純一

能智

大介

橋屋

哲

近畿日本ツーリスト（株）

前沢

賢

パシフィックリーグマーケティング（株）

利渉

敏江

東日本旅客鉄道（株）

渡邉

一利

（財）笹川スポーツ財団

理事長

スポーツ事業局

理事長

次長
スタジアムプロジェクトマネージャー

旅行カンパニーじゃらんリサーチセンター長

取締役執行役員

ヘルスケア事業本部長

筑波大学大学院人間総合科学研究科

日本中央競馬会

国際部

（株）フジテレビジョン

サッカー事業部事業プロデューサー

准教授
取締役営業本部長

事務局長

調査役
スポーツ局スポーツメディア事業部主任
旅行事業創発本部

地域振興部長

執行役員

千葉支社事業部地域活性化ＰＴ副課長
常務理事
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スポーツツーリズム相談窓口
＜観光庁＞
スポー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、地方公共団体の皆様・・・
スポーツと観光を
結びつけたいが、
どうしたものか？

国によるサポート
は何かないか？

※「スポーツツーリズム相談窓口」は、観光庁スポーツ観光推進室が提供する
ワンストップサービスです。

こ
ん
な
と
き
は
・
・
・

他の団体ではどんな
ことをしているのか？

国への情報提供も歓迎。何でもお気軽に
ご相談ください！

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
・スポーツツーリズム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、厚労省など）
・日本政府観光局（ＪＮＴＯ）、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。

☆後援名義、長官賞・長官行事出席・挨拶など前向きに対応！
☆観光庁サイトへの情報掲載（リンク）も随時！

観光庁では、庁内横断的メンバーで
スポーツツーリズム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、
スポーツ観光推進室メンバーまでご連絡ください。
Tel：03-5253-8111（代表）

スポーツ観光推進政策官
スポーツ観光推進政策官
スポーツ観光推進政策官
スポーツ観光推進政策官
スポーツ観光推進政策官
スポーツ観光推進政策官

進藤
谷岡
大野
山本
小林
秋本

昭洋
弘邦
晋
圭太
弘典
幸佑

（内線２７－８０３）
（内線２７－１１６）
（内線２７－１１５）
（内線２７－８２１）
（内線２７－７０８）
（内線２７－５１４）

＜地方運輸局等＞
北海道運輸局
北海道スポーツ観光ＰＴ
Tel 011-290-2722

沖縄総合事務局
運輸部企画室
Tel 098-866-1812

北海道

沖縄

北陸信越運輸局企画観光部
観光地域振興課
Tel 025-244-6118
新潟、富山、石川、長野

中国運輸局企画観光部
観光地域振興課
Tel 082-228-8701
鳥取、島根、岡山、
広島、山口

東北運輸局企画観光部
観光地域振興課
Tel 022-380-1001
青森、岩手、宮城、
秋田、山形、福島

近畿運輸局企画観光部
観光地域振興課
Tel 06-6949-6411

観光庁スポーツ観光推進室
Tel 03-5253-8111

滋賀、京都、大阪、
兵庫、奈良、和歌山

九州運輸局企画観光部
井上・永松
Tel 092-472-2335・2920
福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島
四国運輸局企画観光部
観光地域振興課
Tel 087-835-6357

徳島、香川、愛媛、高知

74

中部運輸局企画観光部
観光地域振興課
Tel 052-952-8009

福井、岐阜、静岡、
愛知、三重

関東運輸局企画観光部
国際観光課
Tel 045-211-7273

茨城、栃木、群馬、千葉、
埼玉、東京、神奈川、山梨

