
日時：2023年2月3日（金）13:00～（開場：12:00） 定員：来場をご希望の方：150名〈入場料無料、お申込み先着〉
　　　　オンライン視聴をご希望の方：人数制限はございません会場：浅草橋ヒューリックホール（　　            ）

スポーツ文化ツーリズムシンポジウム
４省庁連携セミナー

第
６
回

観光庁長官　和田 浩一スポーツ庁長官　室伏 広治 文化庁長官　都倉 俊一

※お申込み詳細は、裏面をご確認ください。　※シンポジウムのスケジュール・登壇者は変更となる場合がございます。

「スポーツ文化ツーリズムアワード2022」
  表彰式を開催します。３庁の長官が一堂に会し、
  トークセッションも行います。

モデレーター ： 原田 宗彦 氏 

　　

The 6th sports,  culture, tourism symposium

4 ministries cooperation seminar 

「スポーツ文化ツーリズムアワード2022」は、各地のスポーツや

文化芸術の融合により、新たに生まれる地域の魅力を国内外に

発信し、訪日外国人旅行者の増加や国内観光の活性化を図る、

優れた取組を表彰します。

表彰式・トークセッション

「地方創生につながる持続可能なスポーツ文化ツーリズム」
〈講演者〉  原田 宗彦 氏  （ 大阪体育大学 学長 ／（一社）日本スポーツツーリズム推進機構 代表理事 ）

1954 年大阪生まれ。84年ペンシルバニア州立大学博士課程修了（Ph.D.）。フルブライト上級研究員、大阪体育大学教授、

早稲田大学スポーツ科学学術院教授を経て、現在は大阪体育大学学長。主な著書に、『スポーツイベントの経済学』

（2002年）、『スポーツマーケティング』（2008年）、『スポーツ都市戦略』（2016年）、『スポーツ地域マネジメント』（2020年）、

『スポーツ産業論第 7版』（2021年）、『実践スポーツツーリズム』（2022 年）など。一般社団法人日本スポーツツーリズム

推進機構代表理事、日本バレーボール協会理事などを務める。

基調講演

［パネルディスカッション］ 

・これからの観光のあり方
・サスティナブル・ツーリズムの定着化と実現に向けた地域課題

〈パネリスト〉 ※左から
相澤 久美  氏  
NPO 法人みちのくトレイルクラブ　事務局長・常務理事

小川 美知  氏  
有限会社ワックジャパン　代表取締役社長

村中 元   氏 
一般社団法人キタ・マネジメント　事務局次長

河東 英宜  氏
株式会社かまいしDMC 代表取締役

JTB グループが全社で推進する観光を基軸とした地域活性化事業として立ち上げた「地域交流プロジェクト」を同社本社で推進するべく、全社戦略

の策定や人財育成に取組み、内閣官房地域活性化伝道師として全国各地の観光振興のアドバイスを行っている。全国各地より各種セミナーやフォー

ラムにおける講演やモデレーターとしての出演依頼も多数あり、観光関連研修での講師や行政における観光・地方創生関連政策の各種委員やアド

バイザーを務めている。2019 年に（一社）日本アドベンチャーツーリズム協議会が発足し、現在同協議会の業務執行理事としても活動中。

4省庁連携セミナー

主催

同時
開催

第2部

　　主催第1部

東京都台東区浅草橋1-22-16
ヒューリック浅草橋ビル

〈モデレーター〉   山下 真輝 氏 　株式会社 JTB 総合研究所 主席研究員

第
６
回
スポーツ文化ツーリズムシンポジウム
４省庁連携セミナー



※シンポジウムは、事前登録制となっております。お申込みサイトよりお申込みください。〈入場料無料、お申込み先着〉

お問い合わせ先：
　「第6回スポーツ文化ツーリズムシンポジウム」運営事務局
　　sports-culture-tourism@jtbcom.co.jp

  2016 年度から始まった「スポーツ文化ツーリズムアワード」。2022年度は、全国の応募の中から「スポーツ文化ツーリズム賞」「スポーツツーリズム賞」
「文化ツーリズム賞」「特別賞（武道ツーリズム・日本遺産ツーリズム・食文化ツーリズム）」に選定された計6団体を表彰いたします。

スポーツ文化ツーリズム賞
奥熊野いだ天ウルトラマラソン

（奥熊野いだ天ウルトラマラソン実行委員会（一般社団法人 那智勝浦観光機構））

武道ツーリズム賞
GIVE IT A SHOT!　矢ってみよう！

（半弓道場）

スポーツツーリズム賞
くしろウインターパーク

（くしろウインターパーク実行委員会）

日本遺産ツーリズム賞
牛久シャトー日本遺産フェスタ
（ワイン文化日本遺産協議会）

文化ツーリズム賞
地域住民が中心となった観光体験プログラム「やばはく」の開催

（中津玖珠日本遺産推進協議会）

食文化ツーリズム賞
「江戸たいとうサスティナブル／台東区版SDGs」の実現

（東京都　台東区）

※12時～：開場

第1部 スポーツ文化ツーリズムアワード2022受賞取組発表

プログラム

第2部 パネリスト プロフィール

オンライン視聴をご希望の方はこちら ▶▶▶
https://sports-culture-tourism2022-online.peatix.com

来場をご希望の方はこちら ▶▶▶▶▶▶▶
https://sports-culture-tourism2022.peatix.com

オープニング 
主催者代表挨拶 室伏 広治 スポーツ庁長官   　

　

［基調講演］

「地方創生につながる持続可能なスポーツ文化ツーリズム」
原田 宗彦 氏
大阪体育大学 学長／一般社団法人 日本スポーツツーリズム推進機構 代表理事

室伏 広治 スポーツ庁長官 　 都倉 俊一 文化庁長官 　 和田 浩一 観光庁長官 スポーツ庁、文化庁、観光庁の3長官によるトークセッション
※モデレーター 原田 宗彦氏

　 　

13:00

13:40

室伏 広治 スポーツ庁長官 
2022年度各賞受賞団体代表者

都倉 俊一 文化庁長官 和田 浩一 観光庁長官 スポーツ文化ツーリズムアワード2022 表彰式
※プレゼンテーター

14:40

13:10

スポーツ文化ツーリズムアワード2020・2021 受賞団体動画放映14:15

スポーツ文化ツーリズムアワード2022 受賞団体動画放映15:20

第1部

オープニング　開会・概要説明 山下 真輝 氏（株式会社JTB総合研究所　主席研究員）

山下 真輝 氏（株式会社JTB総合研究所　主席研究員）

　

パネリスト紹介
モデレーター：山下 真輝 氏（株式会社JTB総合研究所　主席研究員）
パネリスト： 相澤 久美 氏 （NPO 法人みちのくトレイルクラブ　事務局長・常務理事）
 小川 美知 氏 （有限会社ワックジャパン　代表取締役社長）
 村 中  元  氏 （一般社団法人キタ・マネジメント　事務局次長）
 河東 英宜 氏 （株式会社かまいしDMC 代表取締役）

　 　
パネルディスカッション

まとめ・閉会

15:35

16:00

15:40

17:00

第2部

● スポーツ文化ツーリズムシンポジウム

● 4省庁連携セミナー

NPO法人みちのくトレイルクラブ事務局長・常

務理事。一級建築士事務所主宰のかたわら、書

籍の編集、映画プロデュース等行う。2011年

NPO法人震災リゲイン設立、代表理事に就任

し防災・減災にまつわる新聞を発行。東北沿岸

部の支援活動を経て、三陸復興国立公園を通

過する長距離自然歩道「みちのく潮風トレイ

ル」の運営計画策定に携わり、2017年NPO法

人みちのくトレイルクラブを設立。トレイル全線

の運営を担う。第12回観光庁長官表彰受賞。

2020年 (一社)トレイルブレイズ ハイキング研

究所を設立、各地のロングトレイルの敷設・振

興を応援しており、各方面からトレイルの運営

手法などが評価されている。2020年より青森

大学客員教授に着任。

愛媛県出身。同志社女子大学卒業。

子育ての後、1997年に訪日外国人のために

日本文化体験を提供する有限会社ワックジャ

パン= Women's Association of Kyoto, 

Japanを設立。国際交流、女性の活躍の場の創

造、地元、及び日本の繁栄を会社設立理念とし

ている。1999年からは教育旅行の分野でも

「留学生と巡る京都」「英語による日本文化紹

介」などの企画を実行。現在人気は「日本文化

の中のSDGs」。設立当初より、茶道、書道、華道

だけでなく、武道を含む各分野の日本文化体

験をアレンジしてきた。特に武道は剣道、合気

道、空手、居合、弓道の他、希望に応じて殺陣、

剣舞なども提案。日本で「忘れられない感動の

ある体験」の提供を目指す。

1974年愛媛県大洲市生まれ。1997年大洲市

役所入庁、文化財保全、大洲城復元、地方財政、

市長秘書を経て2015年から官民連携による観

光まちづくりに携わる。これまで大洲市の観光戦

略に係る諸計画を作成し、地域ＤＭＯの（一社）

キタ・マネジメントを設立。城下町の歴史的資源

を活用した観光まちづくり事業などを実施。

2020年4月から現職。官と民の中間組織として

の地域DMOを運営しながら、地域の持続的な

発展のためのまちづくりシステムを展開中。

2021年度グッドデザイン賞受賞、世界の持続可

能な観光地2022年TOP100選定、第14回観光

庁長官表彰受賞。総務省地域力創造アドバイザ

ー、観光庁城泊専門家、観光庁歴史的資源の活

用の円滑化に向けた検討委員会メンバーなど。

『地球の歩き方』を発行する（株）ダイヤモン

ド・ビッグ社を経て、2017年（株）パソナグルー

プ入社。New Value Creation Fund投資政

策委員会事務局にて地方創生事業に取り組む

なかで、2018年4月（株）かまいしDMC設立

に出資参加。同社設立3年を経て、釜石市に対

し同社への出資金全額を返還。DMOマネー

ジメントにおいては、「P r o f e s s i o n a l 

Certificate in Sustainable Tourism」を取

得し、サスティナブルツーリズム（GSTC）の基

準を取り入れている。2021年に第13回観光

庁長官表彰を受賞。観光庁広域周遊観光促進

専門家。(公財）岩手県観光協会専門家アドバ

イザー。早稲田大学トランスナショナルHR研

究所招聘研究員。

相澤 久美  氏
NPO 法人みちのくトレイルクラブ
事務局長・常務理事

小川 美知  氏
有限会社ワックジャパン　
代表取締役社長

村中 元  氏
一般社団法人キタ・マネジメント　
事務局次長

河東 英宜  氏
株式会社かまいしDMC 
代表取締役


