第４章

将来的な商品化に向けた地域の取組のモデル調査②

１. スポーツコミッション設立
２. 地域で必ず見つけ出せるスポーツツーリズムの資源磨き
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第４章

将来的な商品化に向けた地域の取組のモデル調査②

１．スポーツコミッション設立
（１） 調査の目的
国内旅行需要の喚起や地域活性化を図る手法として、スポーツツーリズムへの注目が高まっている。
その中で、地域でのスポーツイベント・合宿の誘致促進、スポーツを通じた交流促進等による地域活性
化を目的としたスポーツコミッション設立など、地域連携の動きが各地で起こりつつある。しかしなが
ら、スポーツと観光の両面に関する専門的知識を有した人材の欠如、関係者間の情報共有不足、具体的
な目標やターゲットが明確でない等の理由から、地域連携に向けた具体的な工程や方針が定まっている
地域は少ない。国内旅行需要の喚起や地域活性化を図るためには、スポーツコミッション設立が地域連
携を促進させる効果的な手法であるが、その設立に関し、先行事例や現状を分析し、その地域に最適な
方針や工程を理解し共有することで、将来の商品化につなげる。
（２）取組み内容
現在、スポーツコミッション等連携組織の設立に向けた動きのある地域、設立されて間もない地域、
設立して効果を上げている地域等を対象に事例調査を実施するとともに、地域の実情に応じてスポーツ
イベントの開催や合宿の誘致、地域のスポーツ資源の活用、旅行商品造成等に関して専門的知見を有す
る者を派遣し、ワークショップやセミナーなど地域の関係者に対する啓発活動を実施する。そして、各
地域の事例を共有できる体制の構築及びスポーツテーマに特化したシンポジウムを開催し、その成果を
集約し検証する。
■ 取組み内容一覧
区分

対象数

事例調査

10地域

専門家に派遣による
地域の関係者に対する
啓発活動
（地域支援事業）

6地域

実施概要
z

各地域の事例を
共有できる体制の構築
シンポジウム開催

z

スポーツツーリズムの取組み状況や推進課題
スポーツコミッション設立のニーズ（経緯）や現状、
課題

各地域の特性に合わせたセミナー、シンポジウム等の
開催
z 有識者・専門家の派遣による地域へのアドバイス
z

スポーツツーリズム
全国連絡協議会の
設立

全国20団体が加盟
z 加盟検討中の団体も含め、36団体が協議会に参加
z
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（３）事例調査結果
下記地域の行政担当部署に対し、スポーツツーリズムやその推進のための地域連携組織（スポーツコ
ミッション等）に対する取組み状況、課題についてヒアリング調査を行い、現状と課題の分析から地域
の方向性を抽出した。
■ 地域別の調査結果概要
対象地域

区分
実施日
対象

調査結果（現状と課題）と今後の方向性（助言）
2013 年 10 月 7 日（月）
札幌市観光文化局スポーツ部
・札幌市にはフィルムコミッション、MICEを誘致するコンベンションビューロー
はあるが、スポーツコミッション機能を持つ専門組織はない。現在は、札幌市
観光文化局スポーツ部がその役割（大会誘致・受入れ）を担っている。

現状

・スポーツ担当部門を中心に、2017年の第8回冬季アジア大会開催、冬季オリンピ
ック・パラリンピック開催調査費予算計上などの取組みから、スポーツコミッ
ション機能の必要性について認識が高まりつつある。
・スポーツコミッション機能が期待される一方で、その設置のための財政負担等

札幌市

が課題になるとの指摘もあった。
課題

・行政主導でスポーツコミッションを設置する場合の財政負担。
・スポーツ誘致を行う人脈やノウハウを持つ人材の育成。
・官民協働型のスポーツコミッション設立。

助言

・過去の大規模イベント（札幌オリンピックなど）開催経験者が保有する誘致・
開催ノウハウ継承の仕組みづくり。

実施日

2013年10月28日（月）
青森県 教育庁スポーツ健康課、

対象

観光国際戦略局まるごとあおもり情報発信チーム
青森中央学院大学
・県内を6地域に分けて、公開セミナーの開催やワークショップの開催によって地
域スポーツコミッションの実現を目指している。
・地域スポーツコミッションの設置方針は以下のとおりである。

青森県

１）スポーツを地域資源として捉え、スポーツを通じた地域づくりを行う、多様
な機関の連携による組織体制
現状

２）行政主導ではなく、民間が主体となり、民間の活力を結集した組織体制
３）市町村を越えた地域レベル（地域県民局単位）での取組みによる県域でのネ
ットワーク構築
・実現に向けて、平成24、25年度には、県内を6地域に分けてスポーツコミッショ
ンの取組みを啓発する公開セミナーを開催し、県内での設立気運の醸成を図っ
た。
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対象地域

区分

調査結果（現状と課題）と今後の方向性（助言）
・公開セミナー開催に引き続いて、平成 25 年度は地域ごとにスポーツ、観光、ま
ちづくり関係者等の参加によるワークショップ（地域研究会）を継続的に実施

現状

することで、地域資源の発掘・再確認、設立に向けた検討を行っている。
・これらの取組みからスポーツコミッションの役割や必要性についての理解が得
られ、各地域が、関係機関との連携を図りながら、スポーツを通じた地域づく

青森県

りの実践に向けて動き出している。
課題

助言

・スポーツコミッション設立に向けた、県民の認知度アップ、地域の関係者間の
更なる連携の拡充
・地域のリーダー人材の発掘・育成の仕組みづくり。
・スポーツコミッションの組織化・立上げ段階への行政支援。
・2012 年 7 月に市内でスポーツに関するシンポジウムが開催され、その場で講演
をした JSTA 原田宗彦会長がスポーツコミッション設立の提言をしたことがきっ
かけとなり、同年 9 月に「スポーツコミッション設立検討会」を設置し、翌年 3
月までに 4 回の検討会が開催された。その検討結果を受け、2013 年 7 月に「文
化・スポーツコミッション設立準備委員会」を設置して準備を進め、同年 10 月
25 日に「新潟市文化・スポーツコミッション」を設立した。
・スポーツだけでなく、文化イベントの誘致等も手がける全国初の「文化・スポ
ーツコミッション」となった点が大きな特徴である。
・事務局を（公財）新潟観光コンベンション協会に併設している。意思決定機関
として実行委員会を設置し、その下に文化委員会とスポーツ委員会を設け、主
に文化・スポーツ分野の大会誘致に取り組んでいる。

新潟市

現状
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対象地域

区分

調査結果（現状と課題）と今後の方向性（助言）
・実行委員会に具体的な事業の計画案を提示していく役割を持つ事務局には、新
潟市、観光コンベンション協会双方から兼務職員を配置している。人数は、12
名、専従者は、そのうち 2 名の体制である（2014 年 2 月 1 日現在）。

現状

・市民等への認知拡大が当面の課題となっており、ホームページでの情報発信、
ロゴマークの公募、公開シンポジウムの開催などを行っている。また、同市で
は、2014 年 2 月に 24 時間稼働のアイスアリーナが供用開始しており、トップレ

新潟市

ベル選手の合宿誘致等、その活用策も課題とされている。
課題

・新潟市文化・スポーツコミッションの存在や活動内容の市民等への認知拡大。
・新たに整備されたアイスアリーナ施設等を活用した展開。
・新施設を活用した市民参加型のイベント開催。

助言

・2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向けた文化プログラムの提言と関
連イベントの誘致・開催。

実施日
対象

2013 年 9 月 27 日（金）
金沢市市民局 市民スポーツ課
・市の重点施策として観光交流の推進を掲げており、2015 年 11 月に初開催を予定
している金沢マラソンなど、スポーツを核にした観光交流のためのスポーツ政
策を積極的に推進している。
・金沢市は、ハード面では特筆するようなスポーツ施設は保有していないものの、
観光地であることから宿泊機能は高水準にあり、既存のスポーツ資源を活かし

現状

たスポーツツーリズムの可能性を有している。
・金沢マラソンは、既存のかなざわ市民マラソンと金沢城下町ハーフマラソンを

金沢市

統合して 1 万２千人のフルマラソンとして開催する予定である。北陸新幹線開
通に合わせて開催されるこの大会でスポーツツーリズムの推進モデルを構築し
たい意向である。
・スポーツコミッションについては、先行事例などの情報収集の段階である。
課題

助言

実施日
宇都宮市
対象

・スポーツインフラ（ハード面）の整備、拡充
・スポーツイベントと観光を結びつける機能、体制の整備。
・スポーツツーリズムの視点からのスポーツ施設の整備、拡充
・スポーツコミッション設立に向けた取組みの推進
2013 年 9 月 25 日（水）
宇都宮市 経済部観光交流課、教育委員会事務局スポーツ振興課、
総合政策部地域政策室、中心市街地活性化推進室
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対象地域

区分

調査結果（現状と課題）と今後の方向性（助言）
・宇都宮市では、例年、多数の観客を集めるジャパンカップサイクルロードレー
スをはじめとする各種スポーツイベントが開催されており、3 つの地域密着型の
プロチームも活動している。
■ジャパンカップクリテリウム・中心市街地連動イベント風景

現状
宇都宮市
・現在の宇都宮市の関連施策は、市民スポーツの振興は教育委員会スポーツ振興
課、プロスポーツチームの支援は総合政策部地域政策室が担当している。また、
経済部観光交流課では、新たな着地型のツーリズムのひとつとしてスポーツを捉
え、商品づくりの支援や PR を行っている。
・2013 年 4 月に策定した宇都宮市観光振興プランでは、着地型観光促進の基本施
策として、スポーツツーリズムが重点事業と位置付けられている。また、スポー
ツコミッションの仕組みづくりが検討課題とされている。
課題
助言
実施日
対象

・地域のスポーツ資源を全体的に捉えた戦略的、体系的な活動には到っておらず、
保有する資源の全体的なマネジメントが課題。
・地域のスポーツ資源をネットワーク化するスポーツコミッション機能の確立。
2013 年 9 月 2 日（月）
三島市産業振興部商工観光課
・首都圏から新幹線で 1 時間程度で結ばれ、富士・箱根・伊豆地域の結節点にあ
る静岡県三島市は、その立地条件や温暖な気候などを活用したスポーツツーリズ
ムの推進に取り組んでいる。

現状

・2014 年 1 月には、静岡県が県東部地区の市町等に呼びかけ、県東部地域スポー
ツ産業振興協議会を設立している。三島市では、県東部のスポーツコミッション

三島市

機能の推進役となり、スポーツ産業、観光の振興をけん引していくという方針で、
同協議会の活動を主導的に推進していく意向である。
課題

・先行してスポーツツーツーリズムに取り組んでいる近隣市町もあり、今後の取
組みに向けて、近隣市町との意向調整と広域連携体制の確立が課題。
・県東部地域のスポーツコミッション（県東部地域スポーツ産業振興協議会）機

助言

能のエンジンとなる事務局体制の確立。
・求心力となる広域連携型のイベント開催。
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対象地域

区分
実施日
対象

調査結果（現状と課題）と今後の方向性（助言）
2013 年 10 月 17 日（木）
上富田町教育委員会 国民体育大会準備グループ
上富田町スポーツ観光推進協議会
・上富田町は、町内のスポーツ施設等を活用して、官民協働によるスポーツ合宿
の誘致、マラソン大会などのイベント開催によって、交流を拡大し、町民の意識
の高揚を促すとともに経済波及効果・町のイメージアップを目指している。

和歌山県

現状

上富田町

・2013 年 7 月には、スポーツ合宿・大会誘致とその参加者の市内での宿泊、食事
利用を促進する「スポーツ観光推進協議会」を発足させた。同協議会に宿泊部会、
仕出し部会を設け、分野別に対策を検討している。行政が前面に出るのではなく、
両部会主導で取組みを推進し、それを行政がサポートしていく方針で運営されて
いる。
・町内のスポーツ施設を利用する大会や合宿利用者の町内宿泊率の向上、そのた

課題

めのワンストップ窓口の設置など、地域全体で連携した取組みの推進
・スポーツ団体等に対する地域の知名度向上とイメージアップ策の推進。

助言
実施日
対象

・「スポーツのまち」としての地域の特色づくりと磨き上げ。
・自然を利用したアウトドアスポーツの着地型ツアーの造成。
2013 年 9 月 15 日（日）
鳥取県西部総合事務所 地域振興局西部広域観光課
鳥取県アウトドアスポーツ協議会
・大山や中海などの豊かな自然資源を活かし、アウトドアスポーツを核とするス
ポーツツーリズムの振興に取り組んでいる。
・波の静かな中海では、ボートの部活動、クラブが活動しており、100 年以上の歴
史を刻んでいる。また、日野川中流は、カヌースラロームの適地となっている。
イベントや体験ツアーの主なスポーツ資源としては、国内でもっとも歴史のある

鳥取県
西部地区

現状

ロングディスタンスのトライアスロン全国大会である全日本トライアスロン皆
生大会をはじめ、ＳＥＡ ＴＯ ＳＵＭＭＩＴ、ツール・ド・大山、日野川くだり
等がある。
・2013 年 7 月には全日本トライアスロン皆生大会で培われた人的ネットワークを
中心に関連スポーツ団体等からなる鳥取県アウトドアスポーツ協議会を立ち上
げ、同年 9 月にはＰＲイベント「アウトドアスポーツフェスタ 2013」を開催し
ている。
・スポーツツーリズム推進のための環境整備財源の確保。

課題

・地域全体での取組み機運の醸成と方向性の共有。
・アウトドアスポーツ協議会を基盤とした地域スポーツコミッション機能の確立
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対象地域

区分

調査結果（現状と課題）と今後の方向性（助言）
・サイクリング専用ロードなどの施設整備。

鳥取県
西部地区

助言

・鳥取県アウトドアスポーツ協議会の地域スポーツコミッション組織への発展支
援（事務局体制の維持や活動のための資金を確保できる持続可能な組織モデル
を構築）。

実施日
対象

2013 年 10 月 16 日（水）
松山市 産業経済部観光・国際交流課、総合政策部文化・スポーツ振興課
・松山市は、四国を代表する観光都市のひとつである。また、野球が盛んな土地
柄で、プロ野球の公式戦や全国大会が開催されている。春先には、スポーツ合
宿も盛んにおこなわれている。

現状
松山市

・地元プロチームのアウェイサポーターの受入れ支援等にも取り組んでいる。
・こうしたスポーツ資源を豊富な観光資源と結びつけ、スポーツツーリズムを展
開するポテンシャルを有しているが、現状では、庁内に関係する部署が複数あ
り、スポーツコミッション等のスポーツツーリズム推進のための地域連携組織
設立について、具体的な動きはない。

課題

・所内に関係する部署が分散し、スポーツツーリズムに戦略的に取り組む体制が
未整備。
・市の特性を踏まえたスポーツツーリズムの戦略構築と推進組織（スポーツコミ

助言

ッション）の確立。
・地域の豊富な観光資源とスポーツを結びつけた着地型ツアーの開発。

実施日
対象

2013 年 8 月 28 日（水）
佐賀県くらし環境本部文化・スポーツ部スポーツ課
スポーツコミッション担当
・2013 年 4 月に県庁内組織として「佐賀県スポーツコミッション」を設置し、ス
ポーツイベントや合宿の誘致等に取り組んでいる。
「佐賀県スポーツコミッショ
ン」とは組織体ではなく、県の事業名称であり、スポーツ課に属する職員（2 名）
が専任で事業を担当している。

佐賀県

・2011 年の佐賀県知事選挙の際に、3 期目となる古川知事が県政の仕上げ期とし
現状

て、文化・スポーツにも力を入れる新しい方針を打ち出したことがその背景に
ある。
・県内のあらゆるスポーツ資源を最大限に活かしたスポーツツーリズムの推進に
より、経済効果をはじめとした幅広い波及効果によって地域を活性化させるこ
とを狙いとして活動している。スポーツツーリズムの推進自体に市町間で温度
差があることから、まずは県主導による事業推進を図ることとしている。
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対象地域

区分

調査結果（現状と課題）と今後の方向性（助言）
・地元スポーツ団体への浸透と連携体制の構築。

課題

・スポーツ大会・合宿誘致に対する施設利用者の理解促進。
・広域連携とその中での佐賀県の存在感・影響力の確立。

佐賀県

・スポーツツーリズムの視点からの施設整備。

助言

・地域関連団体との連携体制構築に向けたモデル的事業の推進。

（４）地域支援事業実施報告
①新潟市
新潟市文化・スポーツコミッション公開シンポジウム

テーマ

文化とスポーツの「力」で新潟を元気に！～文化とスポーツの融合を考える～

主催者

新潟市、新潟市文化・スポーツコミッション

開催日時

2014 年 1 月 26 日（日）

参加人数

約 250 名

後援

一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構

会場名

ANA クラウンプラザホテル新潟

【実施目的】
2013年10月に設立された新潟市文化・スポーツコミッションは、発足して間もないため、市民やスポ
ーツ団体、関係者に対して認知度を高め、その存在を浸透させていくことが課題となっている。この課
題を踏まえ、新潟市文化・スポーツコミッションの認知拡大とその役割等について理解促進を図ること
を目的に、市内スポーツ・観光関係者などを対象に公開シンポジウムを開催し、地域をあげた文化・ス
ポーツイベント等の誘致・開催支援のネットワークづくりにつなげていく。
【プログラム】
（１）ロゴマーク表彰式
（２）基調講演

バレーボール解説者

吉原知子氏

（３）パネルディスカッション
＜コーディネータ＞ 新潟医療福祉大学教授 西原康行氏
＜パネリスト＞
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング 芸術・文化政策センター兼
経済・社会政策部主席研究員／センター長 太下義之氏
新潟市文化・スポーツコミッション会長、新潟市長 篠田昭氏
さいたまスポーツコミッション会長、さいたま市長 清水勇人氏
（パネリストのコメント）
・西原康行氏
文化・スポーツを活用した観光まちづくりを進めることで、文化の日常的な浸透、スポーツ振興、
健康増進や産業振興等の効果が期待でき、観光都市として魅力的なまちになる。
・太下義之氏
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オリンピックは、スポーツの祭典という側面だけではなく、同時に文化の祭典としての意味も大き
い。2020 年オリンピック・パラリンピック東京開催に向けて、地方自治体と国で様々な文化イベント
を連携していくことを提案したい。
・清水勇人氏
さいたま市では、2011 年（平成 23）年に、全国初のスポー
ツコミッションを立ち上げた。スポーツは、地域コミュニティ
を再生させる力も持つ。少子高齢化が進み、行政・地域が抱え
る問題を解決していく上で、スポーツの力を生かす推進役がス
ポーツコミッションだ。
・篠田昭氏
2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けては、
新潟がフロントランナーとして文化プログラムを立ち上げよ
うと考えている。今後、新潟市民と新潟市、文化・スポーツ
コミッションが一体となって、新潟の発信力、表現力を高め、
シビックプライドにつなげていきたい。
【実施成果】
新潟市文化・スポーツコミッションが設立されて間もな
いことから、その認知の拡大、地域への浸透が課題となって
おり、本シンポジウムの開催により市民、地域のスポーツ団
体関係者等に対して同コミッションの役割や活動内容をア

（新潟日報・2014 年 1 月 28 日）

ピールすることができた。
②宇都宮市
テーマ
主催

宇都宮市スポーツツーリズム研究会 ～スポーツで“もっと”愉快なまちへ～
宇都宮市

開催日時

2014 年 1 月 27 日(月)

参加人数

約 200 人

後援

一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構

会場

宇都宮市役所

【実施目的】
宇都宮市では、例年、多数の観客を集めるジャパンカップサイクルロードレースをはじめとする各
種スポーツイベントが開催されており、栃木 SC（サッカーJ2 リーグ）、宇都宮ブリッツェン（自転車
ロードレース）、リンク栃木ブレックス（バスケットボール NBL）という 3 つの地域密着型のプロチー
ムも活動している。
しかし、これら地域のスポーツ資源を全体的に捉えたスポーツツーリズムへの取組みには到ってい
ない。そこで、スポーツツーリズムの全国的動向や、市内で活動するプロスポーツチームの取組み等
の現状と課題を関係者が共有し、今後の宇都宮市のスポーツツーリズム振興の方向性を検討するきっ
かけづくりを行うことを目的として、本研究会を開催した。
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【プログラム】
（１）プレゼンテーション「スポーツツーリズムによる観光事業の活性化」
早稲田大学スポーツ科学学術院教授 原田宗彦氏
（２）市内プロスポーツチーム 3 団体によるプレゼンテーション
1)栃木 SC（サッカー）栃木サッカークラブ 松本育夫氏
2)宇都宮ブリッツェン（自転車ロードレース）
サイクルスポーツマネジメント(株)砂川幹男氏
3)リンク栃木ブレックス（バスケットボール NBL）
(株)リンクスポーツエンターテインメント 藤本光正氏
（３）「スポーツと観光による地域活性化の可能性」
作新学院大学経営学部准教授 小山さなえ氏
（４）「これからのニューツーリズムの可能性」
株式会社あしぎん総合研究所 相馬祥明氏
（５）パネルディスカッション 「スポーツによる観光事業の活性化」
パネラー：上記登壇者
（各登壇者のプレゼンテーションより）
・原田宗彦氏
スポーツツーリズムとは、スポーツで人を動かす仕組みづ
くりだ。アトラクションのある都市では、ホテル、旅客、飲
食、ギフト商品購入などの消費活動が行われる。「スポーツ
アトラクションをどう創るか」が、スポーツツーリズムのポ
イントだ。
・松本育夫氏
2013年シーズン開幕戦の松本山雅FC戦では、アウェイサポ
ーターが3,000人も宇都宮市にやってきた。行政や観光団体，旅行関連
企業と連携して，試合を見に来てくれた人に市内観光したり、宿泊し
てもらう取組みをしていく必要がある。
・砂川幹男氏
スポーツツーリズムの観点からみると、ジャパンカップ（ロードレ
ース）、クリテリウムを合わせて毎年10万人規模の観客が宇都宮市を
訪れている。観光とスポーツイベントをいかに連携させるかが課題で
ある。こうしたスポーツツーリズムの成功に向けては、スポーツと観
光の垣根を越えて地方公共団体や各種団体間で連携・協働していくこ
とが必要だ。
・藤本光正氏
課題の一つとして施設の問題がある。アリーナができれば、みるス
ポーツとしての価値が大きく高まる。アリーナが地域のシンボルとな
り、様々な催しが開催されることによって、人が動き、周辺市街地も
活性化する。国際大会や合宿、親善試合等の誘致も可能になり、スポ
ーツツーリズムの推進にもつながる。
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（下野新聞・2014 年 1 月 28 日）

・小山さなえ氏
スポーツを核にした大学・学校、県民・市民、企業、行政、地域商店街のネットワークづくりがスポ
ーツ振興に寄与し、栃木県の経済に大きな波及効果をもたらすと信じている。
・相馬祥明氏
栃木県の観光経済波及効果約6,325億円から考察すると、今後「スポーツツーリズム」は、「仕掛け」
次第で大きく成長する可能性がある。栃木県の観光産業の発展、栃木県の経済発展のため、全県一丸と
なった推進に期待したい。
【実施成果】
本研究会の開催によって、宇都宮市が保有する資源を活用したスポーツツーリズムの可能性について
理解を促進する一定の効果が得られた。また、地域で連携した取組みを進める第一歩となった。
③三島市
テーマ
主催

スポーツ観光まちづくりシンポジウム
2020 東京オリンピック・パラリンピック開催に向け地域とスポーツは新たなステージへ

三島市

開催日時

2013 年 11 月 20 日(水)

参加人数

213 人

後援

一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構

会場

みしまプラザホテル

【実施目的】
三島市は、スポーツの場としての環境に恵まれた伊豆、箱根、富士方面への起点となる立地にある。
そこで、静岡県東部地域の特性を活かしたスポーツツーリズムの展開可能性や、その中でスポーツコミ
ッションが地域に果たす役割を三島市、周辺市町の市民、スポーツ、観光関係者に発信し、スポーツツ
ーリズムに対する理解の促進をはかり、県東部スポーツコミッション組織の円滑な実現につなげること
を目的に、本シンポジウムを開催することとした。
【プログラム】
（１）「スポーツツーリズムと観光庁の取組みについて」
観光庁 スポーツ観光推進室 八木和広室長
（２）「地域におけるスポーツコミッションの役割」
早稲田大学スポーツ科学学術院 教授・JSTA 会長 原田宗彦氏
（３）パネルディスカッション
＜コーディネータ＞
早稲田大学スポーツ科学学術院教授・JSTA 会長 原田宗彦氏
＜パネリスト＞
近畿日本ツーリスト株式会社スポーツ事業部長・JSTA 理事 青木淑浩氏
三島市長 豊岡武士氏
観光庁 スポーツ観光推進室室長 八木和広氏
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（各登壇者のプレゼンテーションより）
・八木和広氏
他地域との差別化が成功のポイントだ。静岡県東部、三島市
には富士山をはじめ豊富な観光資源があり、交通の利便性も良
くスポーツツーリズムを展開する上で可能性は高い。
・原田宗彦氏
三島市には多くのアピールポイントがある。今日を機会に
様々な地域イノベーションを起こし、スポーツツーリズムの三
島モデル、静岡県東部モデルの創造に取り組んでいただきたい。
・青木淑浩氏
スポーツには、生涯スポーツとしてのウォーキング、グラン
ドゴルフ等いろいろな広がりがある。少子高齢化の中で、市民
の健康づくりが重要になる。体を動かすことで健康になり、そ
れが医療費の削減にもつながる。そのためのイベントの仕掛け
づくりや都市間の交流事業等を通じて、地域の活性化のお手伝
いをしていきたい。
・豊岡武士氏
三島市には三嶋大社、山中城址、富士山等、歴史・自然遺産
が多く、これらの資源をスポーツツーリズムにも繋げていきた
い。また、スポーツコミッションのプラットフォームをつくっ
ていこうとしており、周辺市町、静岡県とも連携していきたい。
（静岡新聞 東部版・2013 年 11 月 21 日）

【実施成果】

多数のスポーツ、観光関連団体、行政関係者が出席し、静岡県東部地区のスポーツツーリズムの可能
性やスポーツコミッションの役割について情報を共有、認識を深めることができた。また、県東部スポ
ーツ産業振興の推進組織設立に先立ち、地域のスポーツツーリズム推進機運を醸成することができた。
④鳥取県西部地区
テーマ
主催

アウトドアスポーツセミナー
～アウトドアスポーツを観光活性化につなげる地域連携～

鳥取県アウトドアスポーツ協議会

開催日時

2014 年 1 月 24 日（金）

参加人数

55 人

後援

一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構、鳥取県

会場

米子コンベンションセンター
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【実施目的】
鳥取県西部地域では、2013年7月に鳥取県アウトドアスポーツ協議会が設立され、同年9月には同協議
会主催で「アウトドアスポーツフェスタ2013」が開催されるなど、県西部の豊かな自然フィールドをア
ウトドアスポーツで活用し、地域活性化を図っていく機運が盛り上がりつつある。
こうした取組みを今後の地域のスポーツツーリズム振興につなげていくために、スポーツツーリズム
や地域連携の必要性について、協議会会員や地域のスポーツ、観光関係者等の理解をより深め、推進ネ
ットワークを拡大していくことが求められる。この課題認識の下、協議会会員、関係市町村観光担当者、
一般県民を対象とするアウトドアスポーツセミナーを開催することとした。
【プログラム】
（１）「スポーツツーリズムによる地域活性化とその源流」
近畿大学経営学部教授

高橋一夫氏

（２）「アウトドアスポーツによる観光振興」
有限会社ネイチャー・ナビゲーター代表取締役
（一般社団法人アウトドア連合会 会長） 竪村浩一氏
（３）【意見交換】
＜コーディネータ＞
鳥取県アウトドアスポーツ協議会 野嶋功代表

（講演内容より）
・高橋一夫氏
スポーツコミッションが、大会誘致だけではなく、受入れの
整備も進めることで、地域のブランド価値をつくりあげることが
できる。そうすることで、スポーツツーリズムがビジネス化され、
持続可能な事業モデルが出来上がる可能性がある。
2021年に関西地区での開催が決まったWorld Masters Gamesは、
いたるところでドラマが生まれるイベントだ。この感動的なイベ
ントを、鳥取の皆さんとともに、是非成功させたい。
・竪村浩一氏
みなかみ町で活動するアウトドア関連の事業者は個人で立ち上げた中小企業が多く、一人でできるこ
とに限界があった。そこで、前身のみなかみラフティング組合を立ち上げ、2年前に活動範囲を広げる
為に、一般社団法人アウトドアスポーツ連合会を設立した。連合会をつくることで、行政や観光協会と
の連携が取りやすくなった。狭い地域で競争しても意味がなく、
「みなかみ」を一つとしてアピールし、
そこに人が来てくれなければ始まらないことが分かってきた。個人個人の力を合わせてスクラムを組ま
ないと大きなことはできない。
【事業成果】
本セミナーに開催によって、アウトドアスポーツ協議会会員や地域のスポーツ、行政等の関係者に対
して、スポーツツーリズムの役割や地域連携のあり方について理解を深め、推進に向けての機運を醸成
する契機とすることができたと考えられる。
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⑤佐賀県
名称
開催日時
主催者
共催
対象者
参加人数
会場名

スポーツコミッション・セミナー
2013 年 10 月 23 日（水）
佐賀県
公益財団法人 佐賀県体育協会
佐賀県体育協会加盟団体、スポーツ団体、観光団体、行政関係者
40 人
グランデはがくれ

【実施目的】
佐賀県では、スポーツコミッションを設置して間もないため、スポーツコミッションの活動内容や地
域で果たす役割について、地域スポーツ団体をはじめとする関係者の理解を深め、事業推進のための協
力体制を構築することが重要になっている。そのため、県内各競技団体をはじめ、観光、行政関係者な
どに全国のスポーツコミッションの動向や佐賀県の取組みを知ってもらい、各種イベント、合宿誘致等
の必要性・重要性について理解促進を図りつつ、スポーツコミッション事業を推進していく機運を醸成
する事をねらいとして、本セミナーを開催することとした。
【プログラム】
【第 1 部】
「スポーツツーリズムを通した地域活性化策とその取組み」
早稲田大学スポーツ科学学術院教授・JSTA 会長 原田宗彦氏
【第 2 部】
「2020 年オリンピック・パラリンピックの東京招致成功と佐賀県の取組み」
佐賀県スポーツ課・スポーツコミッション担当 江島宏氏

【講演内容より】
・原田宗彦氏
2020年東京オリンピック・パラリンピック大会をスポーツツーリズムの観点から捉えると、2,000万
人の外国人が来訪することから東京や大都市だけで受け入れるのは不可能であり、「首都圏に入る訪日
外国人を地方にどう誘客するか」が重要課題となる。東京マラソンの効果もあって、大規模イベントの
効果が注目されつつあり、戦略的なスポーツツーリズムの推進と地域活性化のために、スポーツコミッ
ションへの期待が高まっている。
・江島宏氏
佐賀県では、2020年東京オリンピック・パラリンピックの事前キャンプ誘致を成功させるために、受
入れ可能な競技・種目を選ぶなど検討中だ。相手国と佐賀県がWIN-WINの関係を作りながら進めること
が重要だ。スポーツ大会はビッグイベントだけではない。住んでいる人も楽しめることが重要である。
「スポーツを通してまちを盛り上げたい」という自治体、団体と情報を共有し、共に取り組んでいきた
い。
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【事業成果】
県内スポーツ団体、観光行政関係者等に対して、スポーツツーリズムに関する理解を深め、佐賀県ス
ポーツコミッションの活動内容を知ってもらう機会となり、「スポーツコミッションに対する理解の促
進と推進機運の醸成」という当初の目的に照らし、本セミナーの開催は有意義であったと考えられる。
⑥上富田町
名称

スポーツ観光推進協議会

実施日

2013 年 10 月 17 日（木）

実施場所

上富田町文化会館
上富田町スポーツ観光推進協議会の会合に合わせて現地調査（施設視察とヒ

実施内容

アリング）を実施。調査スタッフに有識者（筑波大学准教授・JSTA 理事 高
橋義雄氏）が同行し、スポーツツーリズムの動向等に関するレクチャーと同
協議会の活動に対するアドバイスを行った。

【実施目的】
和歌山県上富田町は、2011年6月にスポーツ観光推進協議会を立ち上げ、スポーツ合宿や大会を受入
れるための新しいサービスの開発やホスピタリティの強化に取り組んでいる。
現状では、大会や合宿の誘致を促進し、その経済効果を町内に波及させるために、町の認知度、イメ
ージの向上、地域全体での取組み、ワンストップ窓口の設置等
が課題となっており、より幅広い視点から地域の課題を検証し、
課題解決に向けた今後の取組みの一助とするため、地域からの
要請により、関連分野の有識者を派遣し、協議会会員などに対
してレクチャー、アドバイスを行った。
【アドバイスのポイント（高橋義雄氏）】
（スポーツ合宿の展開について）
y 指導者間の交流の場があることも合宿地として選ばれる
大事な要素

（写真提供:上富田町スポーツ観光推進協議会）

y 合宿誘致と地域の資源とを組み合わせていくことが大事
y マラソン大会などでは、地元の商店で土産物等を買ってもらう工夫をするなど、地域の商店街等
のメリットにつながる仕組みを取り入れていくこと
y お弁当だけでなく、バーベキューなど、スポーツ合宿地の新しい食の提案もあってよい
（スポーツ観光のコンセプト）
y 著名選手が訪れた痕跡を残し、後から来る人に見せるなど
の取組みによって、ブランド価値を創出していく工夫をす
ること
y 今ある資源を生かし、上富田町のスポーツ観光のコンセプ
トを構築し、付加価値をつけないと競合地域との価格競争
に巻き込まれる
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⑦参加者アンケート結果
セミナー、シンポジウム等実施5地区の参加者のアンケート結果は、以下のとおりであった。
・調査方法：質問紙による自主記入方式（会場にて配布、回収）
・回収数：5地区計 437サンプル
z 今後のスポーツツーリズムへの取組み意向については、
「積極的に」
（32%）、
「機会があれば」
（52%）

を合わせて 8 割以上（84%）が「取り組みたい」としており、スポーツコミッション設立を通した
スポーツツーリズム振興に本事業が有意義に機能したことがうかがえる結果となった。
z5

地域の支援事業参加者に対して行ったアンケート調査では、内容が「参考になった」と回答した

人が 8 割以上（86%）であった。
■ 参加者アンケート結果
（今後スポーツツーリズムに取り組む意向は？）

（講演内容が参考となったか？）

よくわからない
3.0%
取り組もうと
思わない
1.4%

参考に
ならなかった
0.9%

不明
11.4%

不明
1.6%

どちらとも
いえない
11.7%

積極的に
取り組みたい
32.3%

機会があれば
取り組みたい
51.9%

参考になった
85.8%

（スポーツコミッションの役割について）
理解
できなかった
1.6%

（スポーツツーリズムについて）
理解
どちらとも できなかった
いえない
0.7%
10.5%

不明
2.7%

不明
2.5%

どちらとも
いえない
19.5%

理解できた
76.2%

理解できた
86.3%
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（５）スポーツコミッションシンポジウム（第1回スポーツツーリズム全国連絡協議会）
①設立の趣旨
昨今、スポーツツーリズムに対する認識の向上とともに、スポーツツーリズム推進のプラットフォー
ム組織とも言えるスポーツコミッション等を設立する動きが全国各地で広がりつつある。こうした動き
は、2020年オリンピック・パラリンピック大会の東京開催が決定したことで、一層加速していくことが
予想される。
こうした動きを支えていくためには、関係者が連携協力し、オール・ジャパンの体制を構築すること
が重要である。このため、スポーツコミッション等のスポーツツーリズムを推進する組織からなる協議
会を設け、スポーツツーリズムを通じた地域活性化に取組む組織の交流と創発を図ることとする。
②第1回協議会実施報告
スポーツツーリズムを通じた地域活性化の推進役となるスポーツコミッション等地域連携組織の全国
連絡協議会を立ち上げ、第1回協議会を開催した。
第 1 回スポーツツーリズム全国連絡協議会概要
日 時：2014 年 1 月 31 日（金）
場 所：大阪国際会議場 グランキューブ大阪
【プログラム】
第 1 部：シンポジウム
１．基調講演「ベストスマイル」
講師：マラソンランナー・スポーツコメンテーター 千葉真子氏
２．事例発表
（１）「十日町市スポーツコミッションの立上げ経緯と取組」
十日町市スポーツコミッション事務局 山田誠一氏
（２）「佐賀県スポーツコミッションの取組について」
佐賀県 文化・スポーツ部スポーツ課
スポーツコミッション担当 係長 江島 宏氏
（３）「みんなでつくるスタジアム ～FOR OSAKA DREAM～」
株式会社ガンバ大阪 事業本部 副本部長 伊藤慎次氏
第 2 部：第 1 回スポーツツーリズム全国連絡協議会
１．主催者挨拶
２．一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）挨拶
３．活動内容等についての意見交換
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③加盟団体一覧
協議会加盟団体

：20団体（2014年1月31日現在）
28団体（2014年3月 6日現在）

【協議会加盟団体】
○ 別海町スポーツ合宿受入協議会
○ 新潟市文化・スポーツコミッション
○ 十日町市スポーツコミッション
○ 妙高市 生涯学習課
○ 宇都宮市

経済部観光交流課

○ 一般社団法人アウトドア連合会
○ さいたまスポーツコミッション（公益社団法人さいたま観光国際協会）
○ 菅平高原観光協会
○ 三島市

産業振興部

○ 伊豆魅力（三力）プロジェクト
○ 静岡県 経済産業部商工振興課
○ NPO法人掛川市体育協会 事業課
○ 静岡県西部地域スポーツ産業振興協議会
○ 岐阜県

清流の国づくり局清流の国づくり推進課

○ スポーツコミッション関西
○ 岡山市 市民局スポーツ振興課
○ 松山市 産業経済部観光・国際交流課
○ 佐賀県スポーツコミッション（佐賀県くらし環境本部文化・スポーツ部スポーツ課）
○ 宮崎県 観光振興課
○ 奄美市 紬観光課
● 一般財団法人佐渡市スポーツ振興財団
● 金沢市

市民局市民スポーツ課

● ふじさんスポーツコミッション協会
● 愛知県

地域振興部地域政策課スポーツ事業振興グループ

● 公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構
● 奈良県 くらし創造部スポーツ振興課
● 鳥取県アウトドアスポーツ協議会
● 長崎県 国体・障害者スポーツ大会部 県民スポーツ課
●は、協議会開催（2014年1月31日）後に入会
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④全国連絡協議会での主な意見
◇地域支援事業対象団体から
z

国際的な大会情報や今後の課題等について情報交換・共有したい。

z

協議会全体で情報発信し、協力して誘致活動を推進したい。

z

会員間の連携を強化し、スポーツツーリズムの推進を図りたい。

z

スポーツツーリズムを中心に、スポーツ大会、イベント後の交流、懇親会等にも活動を拡大したい。

z

今後のスポーツコミッションの組織づくりに役立てていきたい。

◇その他の加盟団体から
z

スポーツを活用したまちづくりを盛り上げ、日本のまちを元気にしたい。

z

組織の横の連携を図りながらスポーツツーリズムを推進したい。

z

スポーツを観光資源として活用することで、地域への集客や交流人口が増える。

z

これまでの実績を生かして、他の地域で参考になる情報があれば提供していきたい。

z

スポーツに地域の観光・自然資源をうまく組み合わせ、スポーツツーリズムを推進したい。

z

協議会組織を通じて、国内外の最新情報を入手したい。

z

オリンピック等国際的な大会をどのように地域活性化に役立ていくかが課題だ。

z

協議会を通して、オリンピックの名称等の使用ルール等の情報を提供してもらいたい。

▲記念シンポジウム

▲第 1 回協議会
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⑤配布物と関連報道
■「スポーツツーリズムによる地域の活性化を目指して」
（パンフレット）

■関連報道記事

（週刊トラベルジャーナル・2014 年 2 月 24 日号）

（MICE Japan・2014 年 3 月号）
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（６）スポーツコミッションの課題と方向性
事例調査結果から、地域スポーツコミッションの課題を抽出し、そのあるべき方向性を検討する。
①自治体政策での位置づけ
スポーツコミッションの概念は比較的新しく、地域の行政関係者に浸透していない面もある。近年、
国の新たなスポーツ基本計画（2012年3月策定）に沿って策定される地方自治体のスポーツ振興計画等
の中に、スポーツコミッションの設置や検討の方針を明記する自治体も増加しつつあるが、スポーツコ
ミッションの推進には、スポーツだけでなく、観光やまちづくりなどとの施策連携も重要となることか
ら、スポーツツーリズムやスポーツコミッションを自治体計画の中でどのように位置づけていくか、十
分な検討が必要とされる。
②専門情報の入手
三島市担当者へのヒアリングでは、
「（スポーツツーリズム関連施策を）市の内部だけで進めても、新
しい情報が入ってこないので広がりは出ない」との問題意識が述べられた。他にも、国やNF（国レベル
の競技別スポーツ連盟、協会組織）等の動きやスポーツ大会の動向に関する最新情報を入手したいが、
地方都市では限界があるとの課題認識を有する地域もあり、ＪＳＴＡ等との連携の中で、そうした情報
を的確に地方自治体のスポーツ部門や地域のスポーツコミッションに提供する仕組みが必要とされて
いる。
③地域での認知と理解促成
新潟市文化・スポーツコミッションは、立ち上げ後間もないため、市民などにその存在があまり知ら
れていないことから、ホームページでの情報発信、ロゴマークの公募、公開シンポジウムの開催などに
より認知拡大を図っている。地域スポーツコミッションの活動では、地場の民間企業などを巻き込み、
事業参画、協力のネットワークを組んでいくことも課題になる。
本調査の地域支援事業では、有識者や専門家によるセミナーやシンポジウムの開催が、地域関係者に
対する啓発広報や理解促進の手法として有効であることが検証できたが、一方で、その効果が一過性に
終わる危険性も懸念される。
青森県は、地域スポーツコミッション設立に向けた公開セミナーや研究会を継続的に開催し、地域の
自発的な取組みを創出する事業を推進している。地域でのスポーツコミッションの認知拡大と理解促進
のために、このような取組みや地域住民向けの参加型スポーツイベントの開催などを継続して展開する
ことが必要とされる。
④スポーツ団体との情報共有
佐賀県スポーツコミッション担当者は、「スポーツ大会誘致等のスポーツコミッション活動を円滑、
かつ効果的に推進するためには、地元スポーツ団体のキーマンの協力、了解が必要となるため、競技団
体側にスポーツコミッションの理念や役割を示して、十分に浸透させ、連携を図る必要がある」と考え
ている。
また、地域のアウトドアスポーツ団体で組織された鳥取県アウトドアスポーツ協議会の関係者は、今
後、スポーツツーリズム関連事業を推進していく上で、「競技団体は、選手の育成、強化面が主目的に
なるため、観光やレジャー志向のスポーツツーリズムとのギャップを埋める調整が必要となる場面も考
えられる」との課題認識を示している。こうした点にも配慮し、地域のスポーツ団体と情報共有を図り、
柔軟な連携体制を構築していく努力が求められる。
⑤人材の育成とノウハウの継承
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2017年の第8回冬季アジア大会大会の開催が決定し、冬季オリンピック・パラリンピック開催調査費
を予算計上している札幌市の担当者は、「スポーツ大会の誘致は、国内外のスポーツ団体との人脈が必
要になるため、専門的な組織が必要」としている。スポーツの専門知識を持った人材の育成には時間が
かかるため、スポーツコミッションができることでそうした人脈やノウハウが蓄積、継承されることも
期待されている。
⑥持続可能な組織体制づくり
現状では、スポーツコミッション等の地域連携組織の多くは、事務局経費や活動資金の財源を自治体
の補助金、負担金等に頼っているのが実状である。また、大規模なイベントを主催するためには、事務
局体制や活動資金の調達が課題となる。企業等の寄付金や協賛金も得にくい環境にある中で、青森県や
鳥取県西部地区が目指しているように、民間主導のスポーツコミッション活動を活性化させるためには、
企業や市民が協力しやすい協賛システムの開発や多くの地場企業の参画を募り、会費制によって運営基
盤を構築するなどの手法によって、持続可能な組織モデルを構築していく必要がある。
⑦経済効果などの事業成果評価手法の構築
行政主導、もしくは行政支援を主軸にスポーツコミッション活動を実施する地域においては、事業の
目標設定とともに、事業の成果を客観的に評価し、積極的に情報開示することで、費用対効果等につい
て説明責任を果たす努力が求められる。新潟市文化・スポーツコミッションの担当者はこの点について、
「誘致イベントの件数を目標値として設定する方法もあるが、地域の活性化、発展が最終目標であるた
め、それに照らしてどのような目標設定の表現をするのが適切か、今後の検討課題である」としている。
佐賀県スポーツコミッション担当者も、「スポーツイベント、合宿誘致の経済波及効果など何らかの
指標で（事業の成果を）県民に示し、説明責任を果たす必要がある」と考えており、誘致イベント等に
ついて、今後、経済効果の算定を行う方針である。
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（７）調査結果の総括
①求められる地域スポーツコミッション支援の仕組みづくり
スポーツツーリズムを通じて地域活性化を図る上で、有効な手段となりうるのがスポーツコミッショ
ン等の地域連携組織の設立であると考えられる。調査を通じて、スポーツコミッション等の地域連携組
織を設立する動きが、全国各地で活発化していることが明らかとなった。
しかし、国内では、スポーツコミッションの概念がまだ十分に周知されておらず、先行的な取組みも
少ない状況にある。地域スポーツコミッションの設立にあたっては、地域の関係者等にその意義や役割
を周知し、理解を促していくことが第一歩となる。また、設立後の事業展開においては、地域のスポー
ツ、観光、商業等の関連団体、地域メディアなど、多様な主体の理解を得て、ベクトルを共有する人的
なネットワークを構築していくことが求められる。
本調査においては、スポーツツーリズム推進のために地域連携組織の設立が望まれる地域や設立して
まもない地域に対し、専門家や有識者を派遣し、セミナー、シンポジウム等を開催する地域支援事業を
行った。その結果、スポーツツーリズムやスポーツコミッションについて地域関係者の啓発、理解促進
を図り、推進に向けた機運を醸成していく上で、こうした取組みが有効であることが検証された。
一方で、単発の取組みでは、その効果が一過性に終わる可能性も否めないことから、地域においては、
関係者への啓発広報や地域住民にスポーツコミッションの存在を広く認知してもらうための取組みを
継続して実施することが重要である。
また、調査結果から、地域のスポーツコミッションの課題として、必要な情報の欠如、ノウハウ不足、
専門人材の育成、持続可能な組織づくり、経済波及効果等による事業評価手法の確立等が抽出された。
各地域のスポーツコミッションに対して、その共通の課題に対する有効な情報やアドバイス、解決ツ
ール（たとえば、人材育成のカリキュラムやその実践の場）を、ＪＳＴＡ等の活動を通じて提供してい
く取組みも考えられる。
②スポーツツーリズム推進課題の解決に向けて
新たな観光・旅行市場を創出し、地域活性化を図る手法として、スポーツツーリズムへの注目が高ま
っている。今回の事例調査では、スポーツツーリズムの取組みを積極的に推進する地域がある一方で、
そのポテンシャルを十分に顕在化できていない地域も見られた。
大規模なスポーツイベントの開催からアウトドアスポーツ体験の着地型ツアー造成まで、スポーツツ
ーリズムには幅広い可能性がある。今後、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、こ
れまで以上にスポーツに対する関心の高まりが期待できる中で、それぞれの地域が、保有する資源や地
域特性を踏まえた独自の戦略を構築し、効果的にスポーツツーリズムを推進していくことが望まれる。
また、本調査では、スポーツツーリズムに取り組む地域が、施設面の充実、人材育成、行政単位を超
えた取組み、関係団体との連携体制の構築等、様々な課題を抱えている事実も明らかとなった。
本調査の過程で、全国のスポーツツーリズム関連組織間の交流と創発の場をめざす「スポーツツーリ
ズム全国連絡協議会」が設立された。今後、この協議会を通じて活発な情報交流が図られ、スポーツツ
ーリズムに関する様々な知見やノウハウが蓄積されることで、こうした地域の課題解決につながること
が期待される。
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第４章

将来的な商品化に向けた地域の取組のモデル調査②

２．地域で必ず見つけ出せるスポーツツーリズムの資源磨き

（１）実施概要
①

本調査の目的
身近にあるスポーツツーリズム資源の発掘と磨きによって新しい視点でその地域を訪れるよ
うな工夫をすることが、どのような地域でも着手しやすいスポーツツーリズムの取組みとしてあ
げられる。このため、本調査では、身近にあるスポーツツーリズム資源として道に焦点を当て、
ランナーズインフォメーション研究所（下記参照）で全国15程度のランニングウォーキングサイ
クリングコースの認定を目指すとともに、コース認定を通じて観光資源としてのランニングウォ
ーキングサイクリングコースと連動した地域の活性化手法の検証を行う。

②

ランナーズインフォメーション研究所について
ランナーズインフォメーション研究所は、歩いて楽しい、走って気持ちがいい、自転車で心
地よいコースを認定し、Webでの紹介等を通じて、そのコース（道）に観光資源として新たな魅
力を付与することをねらいとしている。
クルマではなく直に身を置いたときに感じることを大事にし、そこに新しい視点を発掘す
ることで、「走りに行きたい」、「歩きに行きたい」という新たな観光動機を創出し、地域の観
光振興に寄与していく。

観光庁ランナーズインフォメーション研究所（http://runnersinfo.org/）
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③

対象地域の選定について（コース認定の基準づくり
ランナーズインフォーメーション研究所のコース認定の考え方と基準は、以下のとおりである。

そこに「行ってみたい」と思える、「新しい視点」があること。
新しい視点があれば、場所の有名な無名は問わない。
歴史や景観といったこれまでの文脈だけではない道であること。いままだ認定して
いない地域を優先する。自然ばかりでなく、都会や工業地帯などさまざまな視点を
紹介していくことで、こんな場所も観光地になりうるのだ、ということを証明して
みせることができる場所。
そのために、それぞれの道は、推薦者を必ず立てる。
その推薦者の選定基準として、新しい視点で道を捉え、その道の新しい価値観を提
案できる人。スポーツの専門家だけでなく、作家や建築家音楽家靴職人など、スペ
シャリストとして活躍する人。日本人だけでなく外国人も含む。そして、その人が
実際に行ったことがあり、本当によいと思っている道を語ることを条件とする。

④

コース認定の実施概要
本調査におけるコース認定数などの実績は、下表のとおりである。

調査実績

項目

実施件数

サイトアップ件数
コンテンツ制作済み件数
（未アップ）

9件

11 件

推薦者取材件数

18 件

推薦者アプローチ件数

28 件

推薦者リストアップ件数

65 件
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備考
3/5 現在

（２）実施地域一覧
①

サイトにアップ済みの地域一覧
本調査によって、新たにランナーズインフォメーション研究所サイトに掲載した認定コース
の一覧を下表に示す。

新規認定コース一覧
エリア

候補地域

種別場所

推薦者、道の名前

プロフィール
「ピンク、白、赤、黄色と、少しずつ

関東

埼玉県
久喜市

ＲＵＮ
コスモス
ふれあいロード

時期をずらして秋桜が咲いているので

川内優輝
「秋桜の道」

表情が変化し、毎日走っても楽しめる」
という理由から認定。市民ボランティ
アが大切に花を育てていて地域に支え
られた道でもある。
推薦者がトレーニングで走っていた丹

関東

神奈川県
山北町

ＲＵＮ
丹沢湖周辺

尾崎好美
「湖を囲む道」

沢湖の周回コース。東京から１時間ほ
どで、紅葉が美しく、温泉もあり、よ
り多くの人に知ってもらおうと認定。
全国高校駅伝 7 度の優勝を誇る、地元

中国

広島県
世羅町

ＲＵＮ
青山学院大学陸上競技
世羅町
部監督原晋
クロスカントリーコース 「走りの神様がいる道」

広島県立世羅高等学校陸上競技部が、
半世紀以上に渡りトレーニングを積む
山道をより多くの人に来てもらえるよ
う認定。

広島県
中国四国
愛媛県

ＣＹＣＬＥ
しまなみ海道

高橋尚子
「風と一体になれる道」

瀬戸内海に浮かぶ島々を真下に見下ろ
しながら「風と一体になれる道」とし

広島県
中国四国
愛媛県

中国

鳥取県

RUN
しまなみ海道

高橋尚子
「風と一体になれる道」

ＣＹＣＬＥ
大山周辺

スポーツ観光マイスター
小原工
「神々が宿る山に守られ
た道」

て、サイクル、ランの両方で認定。

神々が宿る山、大山をさまざまな角度か
ら観られる、自転車で走って楽しいコース
であることから認定。サイクルイベント「ツ
ール・ド・大山」が毎年五月に開催されて
おり、韓国からの参加客も増加している。

「白神マラソン村」として村おこしをしてい

関東

青森県
鰺ヶ沢村

ＲＵＮ
白神マラソン村

マラソンランナー松田千
る鰺ヶ沢村の川沿いの道を、「川の流れ
枝
のように走れてしまう道」として認定するこ
「流れるように走る道」
とで、PR 価値を向上させた。

御柱祭等で有名な諏訪大社の近くの旧
道。決して有名な道ではないが、「歴史

北信越

長野県
諏訪市茅野市

WALK
諏訪神社

建築家藤森照信
「過去から現在へ繋がる
道」

的な神仏を観察することで、過去から現
在へ繋がる時代の流れを感じることがで
きる」との理由から認定。諏訪大社に参
拝したついでに足を運んでもらうことを狙
いとした。
森鴎外の小説『雁』の舞台になった場所

関東

東京都
台東区文京区

WALK
無縁坂

脳研究者池谷裕二
「片想いの道」

である無縁坂を「片想いの道」と名付ける
ことで、再び認知を高め、観光交流に活
用できるよう認定。
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②

コンテンツ制作済みの地域一覧
本調査においてコンテンツ制作済みで、サイトアップを準備中の認定コースは下表のとおり
である。

◇コンテンツ制作済みの認定コース一覧
エリア

候補地域

種別

東海

静岡県
藤枝市

WALK

東海

静岡県
伊東市

ＲＵＮ

東海

静岡県
伊豆市土肥

WALK

作家
よしもとばなな

東北

宮城県
気仙沼市

WALK

映画監督
小林政広

WALK

写真家
鈴木心

東北

福島県
郡山市

場所

推薦者（敬称略）

脳研究者
池谷裕二

オレンジロード

ボクシングジム会長
大橋秀行

関西

大阪市

WALK

中之島

文楽太夫
豊竹咲甫太夫

北陸

石川県
金沢市

WALK

観音町

工芸家
竹俣勇壱

東海

静岡県
函南町

WALK

十国峠

小説家
町田康

東海

神奈川県
箱根町

WALK

芦ノ湖

小説家
町田康

北海道

北海道
函館市

WALK

トラピスト修道院
前の並木道

彫刻家
船越桂
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（３）地域における取組みの検証
各地域において、ランナーズインフォメーション研究所のコース認定と連動し、スポーツツーリズム
の推進に向けた以下の取組みが実践されている。
①

モデルケース１

沖縄／今帰仁村古宇利島

沖縄県今帰仁村の古宇利島と古宇利大橋は、元々非常に美しい場所と
して一部の人たちの間では語られていたが、一般にはクローズアップされ
ていなかった。その道が、ランナーズインフォメーション研究所の県内初
認定ランニングコース「海の上を走る道」 となったこと等を契機に、地元
にコースを活用した地域活性化の機運が生まれ、各方面の調整がなされ、
2013年2月にランニングイベント「沖縄古宇利島プレミアEKIDEN」が開催さ
れた。このイベントは、土曜の夕方スタートで、女性でも「日焼けを気に
せず楽しく走れる」ことをアピールポイントとしたユニークなイベントと
なっている。
また、沖縄県は、新たな観光誘客の手段としてスポーツツーリズムに
着目し、その振興策を推進しており、平成25年度には「スポーツ観光誘客
促進事業」の一環として、古宇利島の認定コースで沖縄県のスポーツツー
リズムをPRするイベントを実施した。11月12日に、ランナーズインフォメ
ーション研究所高橋尚子所長を招聘し、コース認定プレート設置記念セレ
モニーとランニングイベントが行われた。高橋所長が地元の子ども達と認
定コースの古宇利大橋を走り、ランニングを通して体感できる古宇利島の
魅力をＰＲした。
コース認定プレートは、地元市民と行政の協働によって設置されたものである。台風来襲時の風雨
にさらされても破損しないよう、コンクリート製の頑丈な土台が設置されている。研究所の認定証であ
るマークをあしらった看板の設置によって、他の目的で訪れた人にも、ランニング体験の場として、そ
の道の新しい価値をアピールできるようになった。
認定をきっかけに、一部の人だけが知る「よい場所」を広く一般に広め、地域を上げてイベントや
PRをするなどの取組みを行うことで観光資源化していく好例と言える。
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②

モデルケース2 広島県／世羅町
世羅町は、スポーツ合宿誘致等のスポーツツーリズムに積極的
に取り組んでいる。町内には、駅伝日本一となった世羅高校がトレ
ーニングに使用している山道がある。「走る神様」とされる「韋駄
天様」が奉られる修善院を起点とするその道は、地域のお年寄りな
どのボランティアによって整備され大事にされてきたが、広く知ら
れた道ではなかった。そもそも一般の人が走ってよいのかわからな
い場所であった。その山道を「走りの神様がいる道」としてランナ
ーズインフォメーション研究所の認定コースとすることで、地域が
「走るスポーツツーリズム」のPR素材として活用できるようになっ
た。
世羅町では、吉本クリエイティブエージェンシーなどが企画す
る「おとなスポーツ合宿」を招き、タレントで、ランナーとしても
著名な間寛平氏らが参加してコースの認定看板の設置記念セレモ
ニーを実施するなど、広くPRに活用している。認定を機に、より積
極的に外部に情報発信するとともに、その道を地域で大事にしてい
ることの意味を再確認するモデルと言える。
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③

モデルケース3 山形県／上山市
山形県上山市の蔵王坊平クロスカントリーコースは、アスリートやランニング愛好家等には
知られているが、一般的な認知度は高くない。そこで「雲の上を走る道」として認定（東北地
方初）を受けることで認知を広め、より多くのランナーの来訪につなげようとする取組みが行
われている。認定式には、蔵王坊平クロスカントリー大会に招待選手として参加する東洋大学
設楽啓太選手、定方俊樹選手も同席し、大会参加者など大勢が見守る中、コース認定の看板が
横戸長兵衛上山市長に手渡された。地域が発信する情報だけでなく、ランナーズインフォメー
ション研究所のWebサイト等を通じて、雲海を見下ろしながら走れる『雲の上を走る』ような感
覚など、走るコースとしての魅力を発信することで、一般ランナーにもアピールするコースと
して広く知られるようになることが期待されている。

④

モデルケース4 島根県／雲南市、仁多郡奥出雲町
島根県の雲南市と奥出雲町にまたがる尾原ダム周辺は、ダムの整備を機に、サイクリングコ
ースが整備されていたが、「もっと積極的に活用したい」という地元の意向があるもののそれほ
ど知られている場所でなかった。この道を、サイクリングコース第一号として認定。地元の桜ま
つりにあわせて認定式が行われ、認定看板が、観光庁スポーツ観光推進室の八木和広室長から、
速水雄一雲南市長と勝田康則奥出雲町副町長に手渡され、尾原ダムに設置された。コースを推薦
した出雲市のシーカヤックインストラクターの森山尚氏も来場し、大勢が見守る中、速見市長が
「多くの人にコースを体感して欲しい」と挨拶した。
地元から「よい場所だ」と発信をしているだけではなかなか広がらないケースも多いが、ラ
ンナーズインフォメーション研究所の認定によって、外部の客観的な視点で評価され、権威づけ
がなされることで、発信情報に新たな価値が付与されるモデルとなった。
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（４）認定コースを活用した地域活性化手法の検討
①

地域にとってのコース認定の意義
スポーツツーリズムによる地域活性化の課題の一つとして、
「 PRすべきものがわからない（地
元がその価値に気づいていない」、資源はあるが「どのようにPRしてよいのかわからない」とい
う問題を地域が抱えていることがあげられる。「地域にとっては普通の道だが見せ方を変えれば
観光資源になりうる」ことをコンセプトとするランナーズインフォメーション研究所の取組みは、
その課題解決に向けて、地域に新たな観光資源の発掘、「気づき」を促したり、既存資源のPR
や活用方法に具体的な方向性を与える有効な手法となりうることが前述のケースによって検証
できた。
コースが認定される地域にとっての意義（活用価値）として、以下の2点があげられる。

(a) 地域外の第三者による権威づけ
事例からも見られるように、著名なスポーツ選手や知識人から推薦され、地域外の第三者（国）
によって認定（権威づけ）されることで、地域にとって「ただの道」であったものが観光資源と
して再認識され、地域でコース活用について議論するきっかけとなっている。
(b) 地域の魅力をアピールする新たな視点の発見
ランナーズインフォメーション研究所が認定するコースは、「新しい視点で道を捉え、その道
の新しい価値観を提案できる人」が推薦する、歴史や景観といったこれまでの文脈だけではない
新たな視点によって「行ってみたい」と思える道であることが条件となっている。
地域間競争の中で観光交流振興を図っていく上で、他の地域と差別化された独自の魅力づくり
が求められている もののその糸口を見いだせない地域も多い。コース認定には、その道に外部
からの権威づけがなされるだけでなく、その道の「ユニークな視点から見た価値」を明らかにす
るというメリットもある。コースの「他にはない独自の魅力が何なのか」が地域に提示され、地
域がそれを再認識することで、新たな展開が始まるきっかけとなりうる。
たとえば、「雲の上を走る」（上山市）、「川が流れるように走れる」（鰺ヶ沢村）といった
視点から、PRや商品開発のコアとなるコンセプトを設定し、戦略的な地域プロモーションを展開
することで、他地域とは異なるトレーニング、合宿地としてのブランド形成を図っていく可能性
が見えてくる。
②

コースを活用したイベント展開による地域ブランディング
「ダムの上を抜ける道」島根県／雲南市、仁多郡奥出雲町、「走りの神様がいる道」広島市／
世羅町のふたつの認定コースの地元関係者からは、「認定を示す看板を設置したい」との要望が
あった。地元自治体等からのこうした要請を受けて看板を設置していき、それをイベントと連携
させることで、走る、歩くという行為を通して、道が新たなスポーツ観光資源として活用できる
ようになることが検証された。マスメディアやネット等を通じて、認定された道やそこで展開さ
れるイベント等の情報が広く発信されることで、これまで観光地ではなかった場所がスポーツツ
ーリズムの場としてブランド形成されていく可能性もある。
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（５）次年度以降の展開
①

民営化に向けた今年度の取り組み評価と今後の課題
(a) サイトアクセス数増加に向けた取り組み
「認定道」の追加作業を通年で実施。（定期的なコンテンツアップを想定）
⇒ 今年度については、自治体等の承認手続きや調整のため、
スケジュールが組みづらく、定期的な「認定道」アップは実施できなかった。
(b) ビジネス化に向けた取り組み
サイトバナー＆看板下広告スペースのセールス打診を実施。
⇒ 興味を示す企業はあったが、結論としては、認定道数がまだ足りず、
サイトアクセス数の増加がままならない状況の中、メディア価値が限定的であるため、
安定的なセールスには、認定道数及び、設置看板数の底上げが必要と思われる。

②

調査結果を受けての来期に向けた課題とその対応策（案）
(a) 認定道数増加に向けて
認定に向けた一つのハードルとして、各地域との調整に時間がかかるなどがあげられる。そ
のため、観光庁が運営母体から外れ、認定プロセスを簡略化するといった手法が考えられる。
その一方、観光庁が運営母体から外れる場合、認定自体の客観的な評価価値（権威づけ）が下
がることにつながるおそれがある。
(b) ビジネス化に向けて
安定的な収入を確保するには、現状ではメディア価値が高まっていないため、まだ時間が か
かる。このため、本格的セールス開始に向け、各メディア毎の広告スペースのフォーマット化
は事前に進めながら、今後の対応を検討する方向とする。
但し、観光庁が運営母体である場合、広告収入を得ること自体が問題となる可能性がある。

上記への対応策を実現するにあたり、今後については、以下の方向で検討することが望まし
いと考えられる。
(i)

現在の運営母体である観光庁は、今後は“後援”としての立場で支援（民営化）

(ii)

スポーツ、ツーリズム分野で活動する公益性を持った団体に運営を移行する事を検討

承認プロセスの簡略化

＋
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③

次年度展開案（概略）
・将来的な民営化を目指すが、その移行期間として、運営母体を観光庁から、スポーツやツー
リズム関連分野の公益的団体へ移管。
・研究所事業のビジネス化（自走化）を目指し、ウェブサイトにバナー広告を掲載可能とする。
（アプリ内広告、看板のデザインフォーマットについては開発済み。）
・広告枠セールス体制を整備する。
・出稿にあたっての広告掲載方針、ルール等を定める。
（当面は、スポーツ用品メーカーやスポーツ飲料など、親和性の高いクライアント、ブラン
ドに限定する、など。）
・広告セールスにより得た収入は、運営母体へのコミッション、認定道追加に向けた制作関連
費にわけ、配分。
・追加の制作に関しては、広告セールスにより、上記の資金が発生した分だけ取材し、認定道
を増やし、メディア価値を高める。（当面は、今期制作し、未掲載のものを順次アップ）

④

ビジネス化に向けた将来計画（例）
・道の認定とともに、新しいランニングやサイクリング、ウォーキングイベントを各地域と立
ち上げる
・シューズメーカーと、正しい走行法を学ぶワークショップを実施
・研究所ブランドの商品開発
・ホテルにスポーツプランを追加。
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