第５回

スポーツツーリズム・コンベンション
in 札幌

参加費

無料
（懇親会参加費5,000円）

日時

2017年 3 月 9 日木〜10日金

基調講演

1

ホテルポールスター札幌

場所 ポールスターホール、コンチェルト、メヌエット

平井 明成 氏

（札幌市中央区北4条西6丁目）

申込方法

主
後

JSTAウェブサイトからお申し込みください

www.sporttourism.or.jp

催： 一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構（JSTA）
／
さっぽろグローバルスポーツコミッション
援： 観光庁 スポーツ庁

スポーツ庁 スポーツ総括官

基調講演

2

⼾井⽥ 朋之 氏

株式会社デサント顧問／
順天堂⼤学客員教授／
⽂化服装学院客員講師

第５回 スポーツツーリズム・コンベンション in 札幌 プログラム
3月 9日木
13:30 〜 14:00

30

メイン会場（ポールスターホール）
開会式
・主催者あいさつ
・来賓あいさつ 等

ロビーその他

札幌市⻑ 秋元 克広（さっぽろグローバルスポーツコミッション会長）
  ⼀般社団法⼈⽇本スポーツツーリズム推進機構 会⻑ 原田 宗彦

14:00 〜 14:30

30

基調講演①

14:30 〜 15:10

40

基調講演②

15:10 〜 15:25

15

休憩

15:25 〜 16:55

90

パネルディスカッション「北海道におけるこれからのスポーツツーリズム」
株式会社コンサドーレ（北海道コンサドーレ札幌）代表取締役社⻑ CEO 野々村 芳和 氏
北海道新聞社スポーツ戦略専任部⻑ 佐々⽊ 政⽂ 氏
北海道教育⼤学 ⼭本 理⼈ 氏
コーディネーター：原田 宗彦（JSTA 会長）

16:55 〜 18:05

70

スポーツ庁スポーツ総括官

平井 明成 ⽒

株式会社デサント顧問／順天堂⼤学客員教授／⽂化服装学院客員講師

⼾井⽥ 朋之 ⽒

ブース展示

「グローバル視点から⾒た北海道のスポーツイベントの可能性」
MEI(Major Events International）CEO Dennis Mills 氏

18:30 〜

懇親会（セレナード） ※別途参加費が必要です。（参加費：5,000 円）

3月10日金
9:30 〜 11:00

11:15 〜 12:45

LAP

メイン会場（コンチェルト）

第二会場（メヌエット）

【1-1】スポーツ施設の取り組み
・株式会社札幌ドーム事業本部⻑ 𠮷⽥  圭吾 氏
・一般財団法人さっぽろ健康スポーツ財団
90
理事 川島 ⾏雄 氏
コーディネーター：中山 哲郎（JSTA事務局長）

90

【2-1】スポーツツーリズム最新レポート報告
・スポーツ庁参事官（地域振興担当）付専⾨職
及川 明宣 氏
・三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社
政策研究事業本部観光政策室主任研究員
内⽥ 克哉 ⽒

ロビーその他

【1-2】スポーツコミッション先進事例紹介
・スポーツコミッションせんだい
事務局⻑ 武田 均 氏
・NPO 法⼈銚⼦スポーツコミュニティー
理事⻑ 小倉 和俊 氏

コーディネーター：山下 真輝（JSTA セミナー委員／JTB）

【2-2】スポーツツーリズムによるインバウンド誘致戦略
・オーシャンズスポーツ＆エンターテイメント・
マーケティング社 CEO（中国） 朱 暁東 氏
・株式会社アーチ・ヒーロー北海道
代表取締役 髙橋 幸博 氏
・ザ・ノースカントリーゴルフクラブ

コーディネーター：高橋 義雄（JSTA 理事／筑波大学）

（ノース・スノーランドイン千歳）
取締役⽀配⼈ 太⽥ 康裕 氏

ブース展示

コーディネーター：吉永 憲

（JSTA 監事／特定⾮営利活動法⼈地域政策イノベーションフォーラム）

12:45 〜 13:30
●
北 海道
大学

13:30 〜 15:00
ク

45

90

閉会（スポーツツーリズム全国連絡協議会出席者は昼休憩）

北12 条駅

会場（ラベンダー：4F）

スポーツツーリズム全国連絡協議会
・講演「全国のスポーツツーリズム事例紹介」
札

ラーク
像●

幌市

立九 条
株式会社スポーツビジネス研究所
小●

・参加団体の活動紹介など

代表取締役・主席研究員

今野 一彦 氏

※連絡協議会メンバー＋道内連携のための道内担当者などにご参加いただきます。

※スケジュールは、予定のため、今後変更の可能性があります。ご了承ください。 ※ 1 日のみ、一部のみのご参加も可能です。
JR 函館本 線
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ACCESS

地下鉄東豊線
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札幌市時計台
●

お問い
合わせ

5

さっぽろテレビ塔
●
大通駅

〒060-0004 札幌市中央区北 4 条西 6 丁目
TEL. 011-241-9111

FAX. 011-241-2500

●鉄道／JR 札幌駅南口から徒歩 5分、地下鉄大通駅から徒歩10分
地下鉄さっぽろ駅から徒歩 6 分
●車 ／ 道央自動車道・札樽自動車道 札幌北 ICより約15分または
札幌西ICより約20分

創成川通

●

LAP

一般社団法人 日本スポーツツーリズム推進機構 事務局
TEL：03-6441-2045
E-mail: info@sporttourism.or.jp
※平日 10 時〜 18 時

申込方法

JSTA ウェブサイトからお申し込みください

www.sporttourism.or.jp

