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7 千代田区観光協会訪問 CTIB 入居打合せ 千代田区観光協会 

9 【講演】ハワイ州観光局「east meets west」（原田会長） オンライン 

10 
虎ノ門・共同通信会館から千代田区万世橋出張所・区民館へ移転

作業 
  

12 千代田区万世橋出張所・区民館 CTIB 新事務局業務開始   

16 第 34 回 JSTA 理事会・CTIB 内覧会 CTIB（万世橋） 

21 市原市スポーツ振興課 打合せ（中山事務局長）   

23 
山梨県版スポーツコミッション設立準備委員会事業説明(事務局） オンライン 

名古屋市スポーツ戦略室 打合せ（原田会長・事務局） CTIB（万世橋） 
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10 【スポーツ庁事業】技術審査委員会 オブザーバー スポーツ庁 

17 
山梨県版スポーツコミッション設立準備委員会打合せ（中山事務局

長・滝田） 
オンライン 

18 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】銚子スポーツタウンキック

オフミーテイング（中山事務局長・滝田） 
オンライン 

21 
【講演】（一財）地域活性化センター「スポーツを核とした持続的なま

ちづくり」（原田会長） 

日本橋 地域活性化

センター／ 

オンライン 

24 【会議】スポーツ庁 スポーツ審議会（原田会長） オンライン 

27 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】スポーツコミッション大館 

打合せ 
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【会議】スポーツ庁 「スポーツによる地域の価値向上プロジェクト」 

第１回プロジェクト会議（原田会長） 
オンライン 
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1 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】長和町スポーツコミッション 

委員会（中山事務局長） 
長野県長和町 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】軽井沢カーリング活性化 

プロジェクト推進委員会（藤原・滝田） 
オンライン 

2 山梨県オリンピック・パラリンピック推進課 打合せ（中山事務局長） 山梨県甲府市 

4 【取材】「月間秘伝」インタビュー（原田会長） CTIB（万世橋） 

7 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】裾野市スポーツツーリズム

推進協議会 打合せ（藤原・滝田） 
オンライン 

事業一覧（抜粋） 1 
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7 【会議】自民党スポーツ立国調査会 意見交換（原田会長） 自由民主党本部 

8 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】銚子スポーツタウン 

訪問・打合せ（中山事務局長） 
千葉県銚子市 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】沖縄市観光物産振興協会 

打合せ（藤原・滝田）  オンライン 

【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】村上市 打合せ（滝田） 

9 千代田区観光協会 打合せ CTIB（万世橋） 

11 
第 35 回理事会 CTIB（万世橋）／ 

オンライン 2021 年度定時社員総会 

14 
矢板スポーツコミッション スポーツ庁打合せ（中山事務局長・滝田） オンライン 

【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】大阪府 打合せ（藤原） 大阪府庁 

15 

【会議】やまなしスポーツエンジン設立準備委員会（中山事務局長） 

オンライン International Association of Event Hosts（IAEH)総会 

（中山事務局長） 

16 （一社）むらまち結び 打合せ CTIB（万世橋） 

18-19 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】銚子スポーツコミュニティ 

コンテンツプログラム視察（中山事務局長） 
千葉県銚子市 

19 【講演】SPORTEC 名古屋 基調講演（原田会長） 愛知県名古屋市 

22 日本ゴルフツーリズム推進協会 定時社員総会（中山事務局長） オンライン 

24 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】大館市来訪・スポーツ庁 

同行（中山事務局長・滝田） 

CTIB（万世橋）･スポ

ーツ庁 

29 【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】水俣市 視察・打合せ（滝田） 熊本県水俣市 

30-1 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】大館市 運営推進委員会

（中山事務局長） 
秋田県大館市 
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1 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】壮瞥町 田辺町長面談／

委員会（中山事務局長） 
北海道壮瞥町 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】裾野市スポーツツーリズム

推進協議会 視察・打合せ（藤原・滝田） 
静岡県裾野市 

2 

【会議】スポーツ庁 「スポーツによる地域の価値向上プロジェクト」 

小委員会（原田会長） 
オンライン 

さっぽろグローバルスポーツコミッション 訪問打合せ 

（中山事務局長） 
北海道札幌市 

5 【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】村上市 視察・打合せ（滝田） 新潟県村上市 

6 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】大阪府・大阪体育大学 

打合せ（原田会長・藤原） 
大阪体育大学 
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8 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】韮崎市 視察・打合せ（藤原） 山梨県韮崎市 

山梨県 やまなしスポーツエンジン打合せ（中山事務局長） オンライン 

9 名古屋市スポーツ戦略室 来訪（原田会長・事務局） CTIB（万世橋） 

10-11 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】銚子スポーツコミュニティ 

コンテンツプログラム視察（中山事務局長） 
千葉県銚子市 

13 
【会議】山梨県 やまなしスポーツエンジン設立準備委員会 

（中山事務局長） 
山梨県甲府市 

14 千代田区長秋葉原地域 e-sports 施設視察同行（大塚理事・事務

局）・千代田区観光協会打合せ（事務局） 

秋葉原駅周辺エリ

ア・CTIB（万世橋） 

JSTA 自主事業調査報告・2021 年度事業計画 動画公開 オンライン（Youtube) 

15 （公財）スポーツ健康産業団体連合会 打合せ CTIB（万世橋） 

16 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】軽井沢カーリング活性化 

プロジェクト推進委員会プレ合同 MTG（藤原・滝田） 
オンライン 

19 

（一社）ルーツスポーツジャパン サイクリングイベント情報交換・ 

打合せ 
CTIB（万世橋） 

【会議】沖縄県振興審議会（原田会長） 沖縄県那覇市 

21 埼玉県観光物産協会（彩の国 DMO） 打合せ オンライン 

23 東京 2020 オリンピック競技大会開会式   

26 名古屋市スポーツ戦略室 訪問（事務局） CTIB（万世橋） 

28 
【講演】台湾体育署 Fun Sports in Taiwan 特別講演 

「スポーツツーリズムによる地域活性化」（原田会長） 
オンライン 

28 
【講演】埼玉県観光物産協会 「彩の国 DMO 協議会 ワーキング 

グループ」（中山事務局長） 
埼玉県さいたま市 

29 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】韮崎市 SC 設立検討委員会 

出席（藤原） 
山梨県韮崎市 

8 

3 日本ホッケー協会 打合せ・視察（中山事務局長） 大井ホッケー競技場 

8 東京 2020 オリンピック競技大会閉会式   

10-12 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】壮瞥町 アウトドアイベント

視察（中山事務局長） 
北海道壮瞥町 

16 山梨県 やまなしスポーツエンジン打合せ（中山事務局長） オンライン 

17 名古屋国際センター シンポジウム会場下見（事務局） 愛知県名古屋市 

18 千代田区観光協会 社員総会（中山事務局長・井塚） 帝国ホテル 

20 

山梨県 やまなしスポーツエンジン打合せ（中山事務局長） オンライン 

【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】村上市 打合せ（中山事務局

長・滝田） 
オンライン 
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8 
24 

【会議】山梨県 やまなしスポーツエンジン設立準備委員会 

（中山事務局長） 
オンライン 

東京 2020 パラリンピック競技大会開会式   

25 名古屋市 コンベンション打合せ CTIB（万世橋） 

30 千代田区観光協会 打合せ（事務局） CTIB（万世橋） 

9 

5 東京 2020 パラリンピック競技大会閉会式   

6 【会議】ヘルスツーリズム認証委員会（中山事務局長） オンライン 

7 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】名古屋市 名古屋スポーツ 

コミッション設立総会（原田会長・滝田） 
名古屋市公館 

9 
【スポーツ庁事業：地域スポーツコミッション調査】 調査開始 

（締切：10 月 29 日） 
  

10 第 44 回常任理事会 
CTIB（万世橋）／オ

ンライン 

13 日本ゴルフツーリズム推進協会 理事会（中山事務局長） オンライン 

14 千代田つなぐ協会 打合せ（事務局） CTIB（万世橋） 

15 

山梨県 やまなしスポーツエンジン打合せ（中山事務局長） オンライン 

【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】水俣市 打合せ（中山事務局

長・滝田） 
オンライン 

16 

【会議】札幌市まちづくり戦略ビジョン審議会（経済、スポーツ・文化

分野）（原田会長） 
オンライン 

名古屋市 コンベンション打合せ オンライン 

22 

【取材】毎日新聞 スポーツツーリズムヒアリング（中山事務局長） CTIB（万世橋） 

【会議】スポーツ文化ツーリズムアワード 2021 二次審査会 

（中山事務局長） 

全日通霞が関ビル

ディング 

24 

JSTA セミナー委員会 オンライン 

【会議】スポーツ庁 「スポーツによる地域の価値向上プロジェクト」 

第２回プロジェクト会議（原田会長） 
オンライン 

27 秋田県大仙市 打合せ（中山事務局長） オンライン 

28 第 1 回 JSTA ウェビナー オンライン 

29 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】軽井沢カーリング活性化 

プロジェクト推進委員会 第 1 回合同 MTG（藤原・滝田） 
オンライン 

30 山梨県 やまなしスポーツエンジン打合せ（中山事務局長） オンライン 

30-1 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】韮崎市 SC 設立検討委員会 

出席（藤原） 
山梨県韮崎市 
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名古屋市 コンベンション打合せ オンライン 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】軽井沢カーリング活性化 

プロジェクト推進委員会 打合せ（藤原・滝田） 
オンライン 

5 
【会議】山梨県 やまなしスポーツエンジン設立準備委員会中山事

務局長） 
山梨県甲府市 

7 【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】大阪府 訪問・打合せ（藤原） 大阪府庁 

8-9 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】秋田県大館市 委員会・ 

フィールド視察（中山事務局長・滝田） 
秋田県大館市 

10-11 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】水俣市 キックオフ 

シンポジウム・勉強会（中山事務局長・滝田） 
熊本県水俣市 

12 全国ご当地マラソン協議会 来訪・打合せ（中山事務局長） CTIB（万世橋） 

15-16 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】沖縄市観光物産振興協会 

打合せ・視察（藤原・滝田）  
沖縄県沖縄市 

18 【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】大阪府 打合せ（藤原） オンライン 

18-19 
【講演】観光庁・山口大学 山口県のスポーツ観光講座 2021 

（中山事務局長） 
山口県長門市 

19 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】軽井沢カーリング活性化 

プロジェクト推進委員会 体験会参加（藤原・滝田） 
長野県軽井沢町 

22 

【会議】スポーツ庁 「スポーツによる地域の価値向上プロジェクト」 

小会議（原田会長） 
オンライン 

【講演】スポーツ健康産業団体連合会 第 27 回シンポジウム 

（コーディネーター：中山事務局長） 

TKP 市ヶ谷カンファ

レンスセンター 

25 

【会議】スポーツ振興賞選考委員会（原田会長） 芝 BDK 会議室 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】長和町 委員会 

（中山事務局長） 
長野県長和町 

26 【講義】帝京大学経済学部観光経営学科 （中山事務局長） 
帝京大学八王子キャ

ンパス 

27 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】裾野市スポーツツーリズム

推進協議会 打合せ・視察（藤原・滝田） 
静岡県裾野市 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】銚子市 中間報告会議 

（中山事務局長） 
千葉県銚子市 

28 

第 2 回 JSTA ウェビナー オンライン 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】軽井沢カーリング活性化 

プロジェクト推進委員会 第 2 回合同 MTG（藤原・滝田） 
長野県軽井沢町 

29 【取材】日経 BP 社 D-Com 取材・撮影（原田会長） CTIB（万世橋） 
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【スポーツ庁事業：地域 SC 支援】地域スポーツコミッション 

シンポジウム 名古屋会場下見（滝田・井塚） 

名古屋市国際センタ

ー 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】銚子スポーツコミュニティ 

コンテンツプログラム視察（中山事務局長） 
千葉県銚子市 

5 【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】大阪府 打合せ（藤原） 大阪府庁 

１0 

矢板市来訪 （滝田） CTIB（万世橋） 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】土佐町スポーツコミッション

訪問（藤原・滝田） 
CTIB（万世橋） 

千代田区観光協会 打合せ（井塚） 
九段下 千代田区観

光協会 

11 
大分県（芸術文化スポーツ振興課）来訪 （藤原・井塚） CTIB（万世橋） 

山梨県 やまなしスポーツエンジン事前打合せ（中山事務局長） オンライン 

12 第 45 回常任理事会 
CTIB（万世橋）／オ

ンライン 

16 

【会議】山梨県 やまなしスポーツエンジン設立準備委員会 

（中山事務局長） 
山梨県甲府市 

【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】村上市 設立準備委員会 

（滝田） 
新潟県村上市 

【会議】沖縄県振興審議会（原田会長） 沖縄県那覇市 

17 名古屋市スポーツ戦略室 来訪（事務局） CTIB（万世橋） 

18 スポーツ振興賞 各賞対応のためスポーツ庁・観光庁訪問 スポーツ庁・観光庁 

19 第 36 回理事会 
CTIB（万世橋）／オ

ンライン 

25 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】軽井沢カーリング活性化 

プロジェクト推進委員会 第 3 回合同 MTG（滝田） 
長野県軽井沢町 

26 

【会議】スポーツ庁 「スポーツによる地域の価値向上プロジェクト」 

第３回プロジェクト会議（原田会長） 
オンライン 

東京都ヒアリング 来訪（原田会長） CTIB（万世橋） 

28 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】裾野市スポーツツーリズム

推進協議会 イベント視察・打合せ（藤原） 
静岡県裾野市 

30 
【講演】スポーツ文化ツーリズムアワードシンポジウム 基調講演・ 

コーディネーター（原田会長） 
オンライン 
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1 

【講演】SPORTEC 基調講演（原田会長） 
東京ビッグサイト南

展示場 

第 9 回スポーツ振興賞表彰式（原田会長・中山事務局長） 
東京ビッグサイト南

展示場 
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1-2 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】韮崎市 SC 設立検討委員会 

（藤原） 
山梨県韮崎市 

2 
SPORTEC 地域スポーツコミッションセミナー（事務局） 

東京ビッグサイト南

展示場 

筑波大学 久野先生ウェビナー打合せ（事務局） 筑波大学（茗荷谷） 

6 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】軽井沢カーリング活性化 

プロジェクト推進委員会 体験会参加（井塚・瀧山） 
長野県軽井沢町 

【スポーツ庁事業：地域 SC フレームワーク研究】矢板市ヒアリング

（中山事務局長・滝田） 
オンライン 

7 

【講義】中村学園大学流通科学部 ビジネスホスピタリティ 

（中山事務局長） 

福岡市 中村学園大

学 

第 4 回 JSTA ウェビナー オンライン 

8 
【講義】川口短期大学 観光政策論（中山事務局長） オンライン 

【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】大阪府 打合せ（藤原） 大阪府庁 

9 一般社団法人アジア・アフリカ 20 特別総会参加（中山事務局長） 
ザ・プリンスパーク 

タワー東京 

9-10 
【スポーツ庁事業：地域 SC フレームワーク研究】 

出雲スポーツ振興 21 ヒアリング調査（藤原・滝田） 
島根県出雲市 

13 
【スポーツ庁事業：地域 SC フレームワーク研究】東御市役所 

ヒアリング調査（中山事務局長・滝田） 
長野県東御市 

14-15 
【スポーツ庁事業：地域 SC フレームワーク研究】宇部市スポーツ 

コミッション 事業視察・ヒアリング調査（藤原・井塚） 
山口県宇部市 

14 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】大館市・壮瞥町来訪 

（中山事務局長） 
CTIB（万世橋） 

16 山梨県 やまなしスポーツエンジン事前打合せ（中山事務局長） オンライン 

16-17 
【スポーツ庁事業：地域 SC フレームワーク研究】ツノスポーツ 

コミッション～鹿屋市役所 ヒアリング調査（藤原・滝田） 

宮崎県都農町・ 

鹿児島県鹿屋市 

19 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】銚子スポーツコミュニティ 

コンテンツプログラム視察（中山事務局長） 
千葉県銚子市 

20 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】村上市 設立準備委員会 

（滝田） 
新潟県村上市 

21-22 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】高知県庁・土佐町 視察・

ヒアリング（藤原・滝田） 

高知県庁・高知県土

佐町 

24-25 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】スポーツコミッションみなまた 

設立総会（中山事務局長・滝田） 
熊本県水俣市 
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16 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】大阪府 地域スポーツ 

コミッション設立総会（中山事務局長・藤原） 
グランフロント大阪 

17 
【スポーツ庁事業：地域 SC フレームワーク研究】大阪市 ヒアリング

（中山事務局長・藤原） 
大阪府大阪市 

18 地域スポーツコミッション人材養成アカデミー モデル講座① オンライン 

20 
【講演】新潟県 「令和 3 年度スポーツツーリズム推進セミナー」 

（中山事務局長） 
オンライン 

24 地域スポーツコミッション人材養成アカデミー モデル講座② オンライン 

26 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】長和町視察同行 

（中山事務局長） 
福島県新地町 

【スポーツ庁事業：地域 SC フレームワーク研究】佐賀県 ヒアリング

（藤原・滝田） 
オンライン 

27 
【スポーツ庁事業：地域 SC フレームワーク研究】南関町 ヒアリング

（藤原・滝田） 
オンライン 

31 
地域スポーツコミッション人材養成アカデミー モデル講座③ オンライン 

日本ゴルフツーリズム推進協会 理事会（中山事務局長） オンライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 山梨県 やまなしスポーツエンジン 金沢 SC 視察（中山事務局長） オンライン 

3 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】韮崎市 SC 設立検討委員会 

出席（藤原） 
山梨県韮崎市 

9 
【スポーツ庁事業：地域 SC フレームワーク研究】さっぽろグローバル

コミッション ヒアリング（中山事務局長・藤原） 
オンライン 

14 地域スポーツコミッションシンポジウム in 名古屋 
オンライン（名古屋市

国際センター） 

15 第 10 回スポーツツーリズム・コンベンション in 名古屋 
オンライン（名古屋市

国際センター） 

16-17 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】スポーツコミッション大館 

視察同行（中山事務局長） 
群馬県みなかみ町 

17 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】韮崎市 SC 設立検討委員会 

出席（藤原） 
山梨県韮崎市 

21 山口大学観光セミナー（中山事務局長） 
一橋大学 

千代田キャンパス 

22 日本オリエンテーリング協会来訪（中山事務局長） CTIB（万世橋） 

25 

【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】長和町 委員会 

（中山事務局長） 
長野県長和町 

【会議】スポーツ庁 「スポーツによる地域の価値向上プロジェクト」 

第４回プロジェクト会議（原田会長） 
オンライン 
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28 

【スポーツ庁事業：武道ツーリズム NW 構築強化事業】 

武道ツーリズム認知向上のための検討会議（原田会長・事務局） 

オンライン 

（CTIB（万世橋）） 

3 

1 
【会議】日本工学院スポーツビジネスコース 2021 年度後期 

職業実践教育編成委員会（中山事務局長） 
オンライン 

4 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】銚子スポーツタウン 打ち

合わせ（中山事務局長） 
オンライン 

7 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】壮瞥町 打ち合わせ（中山

事務局長） 
オンライン 

9 
【スポーツ庁事業：武道ツーリズム NW 構築強化事業】 

武道ツーリズムオンラインミーティング（原田会長・事務局） 

オンライン 

（CTIB（万世橋）） 

11 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】銚子スポーツタウン 

最終報告会議（中山事務局長） 
千葉県銚子市 

12 【講演】静岡県牧之原市（原田会長） 静岡県牧之原市 

16 第 46 回常任理事会 オンライン 

16-17 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】沖縄観光物産協会 

視察・打合せ（藤原・滝田） 
沖縄県沖縄市 

18 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】村上市 設立準備委員会 

（滝田） 
オンライン 

19 
【スポーツ庁事業：地域 SC 設立支援】韮崎市 設立総会・講演 

（原田会長・藤原） 
山梨県韮崎市 

23 
【会議】日本ゴルフツーリズム推進協会 委員会（中山事務局長） オンライン 

台湾体育署 Fun Sport in Taiwan 調印式 オンライン 

24 
【会議】自民党政務調査会 スポーツ立国調査会 

「スポーツホスピタリティ PT」（井塚） 
永田町自民党本部 

27-29 
【スポーツ庁事業：地域 SC 多角化支援】壮瞥町 視察同行 

（中山事務局長） 

北海道旭川市・ 

東川町 

30 

【会議】神奈川県スポーツ課 スポーツツーリズム有識者会議 

（中山事務局長） 
オンライン 

札幌市スポーツ局 訪問（中山事務局長） 北海道札幌市 

31 

【会議】ヘルスツーリズム振興機構 認証委員会（中山事務局長） オンライン 

第 37 回 JSTA 理事会 
CTIB（万世橋）／ 

オンライン 
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○日   時： ２０２１年１１月７日～１２日 

 

○場   所： エカテリンブルク（ロシア） ※中止 

 

 

 

 

 

 

○経   緯： 

2021 年 4 月 7 日 

SAC2021（エカテリンブルグ） 開催期間変更 ⇒ 11 月 7 日～12 日 

 

2021 年 8 月 6 日 

開催期間変更 ⇒ 2022 年 5 月 15 日～20 日 

SportAccord World Sport & Business Summit 2022 となる 

 

2022 年 2 月 25 日 

ロシアによるウクライナ侵攻のため中止 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SportAccord Convention2021 2 
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○応募期間：２０２１年６月１日～９月３０日（当日消印有効） 
○表 彰 式：１２月１日「SPORTEC ２０２１」会場内において開催 
○応募件数：３５件 
○受賞作品： 

☆スポーツ振興大賞☆ 

作品名 

応募者 

とびしま海道７つの島、100km を走る旅 

とびしまウルトラマラニック inせとうち・呉 とびしまウルトラマラニック実行委員

会（広島県呉市） 

作品の概要 

㎞のコースを走るランニングイベント。実行委員長である高島俊思は、地域おこし協力隊として

当地域に家族と共に移住した。この地域を元気にする活動を行う中で少子高齢化は深刻な課題だ

った。この難題に向き合う中で、スポーツイベントを開催し、全国から人を呼び込むことで、いわ

ゆる関係人口を創出し、いずれ「移住・定住」へと繋げることが課題解決への道となると考え開催

した。 

「マラニック」は「マラソン」＋「ピクニック」の造語で競争ではなく地域と交流を持ちつつ、

食べて楽しむという要素を盛り込んでいる。特徴のある島と橋を全部回るコースで、絶景、柑橘な

どの特産品、郷土料理、満天の星空、そして補給所での島民のおもてなしで、宿泊を伴う新たな観

光コンテンツになる大会を目指した。 2019年大会では北海道から沖縄まで 479名の参加者を集め

開催し、テレビ、新聞等で特集が組まれるなど、地域振興を目的としたイベントとして広く認知さ

れるようになった。また地域には宿泊施設が不足していることから、イベント民泊の制度を活用

し、地域の民家にも宿泊してもらい交流を 深める取組も行った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第 9 回スポーツ振興賞 3 

【スポーツ振興大賞】 
とびしまウルトラマラニック

実行委員会 

【スポーツツーリズム推進機構会長賞】 
スポーツ・ローカル・アクト株式会社 
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☆スポーツ振興賞（６作品） 

ス
ポ
ー
ツ
庁 

長
官
賞 

作品名 

応募者 

限界集落の小さな挑戦「田んぼでＳＵＰ 」 

丸山自治会（丸山生活改善センター運営委員会）（大分県竹田市）） 

作品の概要 

九州中央の山間地に位置する竹田市久住町「丸山自治会」の人口は 37人。高齢化率は 52％

を超えた、小さな集落です。昨年度、第８回スポーツ振興賞に限界集落の小さな挑戦「スポ

ーツ合宿 誘致による地域づくり」のテーマで応募をしました。 

平成 28 年度に老朽化した自治会公民館を改修し、スポーツ合宿の拠点施設として令和元

年度には延べ 700名近い選手を受け入れたものの、令和２年度はコロナ感染症の影響を受け、

宿泊受入数は０となり地域活性化の目玉となっていたスポーツ合宿は影を潜めてしまいま

した。 

新たな地域活動を模索する中、丸山自治会の主要産業は農業（水稲）であり、田んぼを使

ったスポーツ活動ができないかを考えたところ、周辺地域はプール以外に水遊びができる場

所がないことから、ＳＵＰ体験ができないかとの話になり、Ｂ＆Ｇ財団様から快くＳＵＰの

貸出承諾を得て、体験活動実施の運びとなりました。作付け前の田んぼ、3,000㎡に 15 ㎝程

の水を張り、ＳＵＰ２艇を浮かべ、4月 18日に試験体験、4月 25日～5月日までの土日、祝

日に実施したところ、全国的にも珍しい田んぼでのＳＵＰを多くの方に体験していただきま

した。小さなことですが限界集落が様々なアイディアを出し、地域づくりに取組む姿を全国

に発信できればと考えております。 

 

 

 

 

 

 

観 

光 

庁 

 

長 

官 

賞 

作品名 

応募者 

子どもから大人まで楽しめるご当地スポーツとしてのトレイルランニング 

～環境教育との融合を通じた持続可能なアウトドアスポーツ普及への取り組み～ 

FUJIO PROJECT（神奈川県逗子市） 

作品の概要 

近年、地域振興を目的としたアウトドアスポーツ大会が全国的に盛んである。ただし、ア

ウトドアスポーツの普及とともに、競技者のマナーや自然環境への影響等の批判も大きくな

っている。この問題に対処するためには、特に子供達に対する教育が必要であると感じてお

り、逗子市を拠点にトレイルランニングと環境教育とを融合させた様々な取り組みを実施し

ている。まず、休日など学校以外での時間を有効に過ごすため、子ども達を対象にマナー普

及啓発等の教育を行う「逗子ジュニアトレラン部」を実施している。また、遊ぶ場所は自分

達で保全するという心を育むため、「ZUSHI TRAIL WORKS」を通じて、トレイルの保全活動を

地域有志と共に行っている。 

トレイルランニングの魅力は親子で気軽に楽しめることだ。そのため、親子で一緒に学び

ながら楽しんでもらうことを意識している。「ジュニアトレイルラン」では、子供のレースと

ともに、子供の保護者の部を設け、トレイルランニングを親子の共通のキーワードに心がけ

ている。 

トレイルランニングが持続可能なスポーツになるためには、マナー啓発と環境教育活動が

その地域に住んでいる家族に根付いていることが重要である。幸いにも多くの活動が５年を

超え、のべ 3000 を超える人たちの参加があり、メデイアでも取り上げられ地域でも随分と

浸透した。「海のまち」として知られる逗子であるが「海と山のまち」として認知される日も

そう遠くないはずだ。 
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経 
済 
産 
業 
省  
 
商 
務 
・ 
サ 
｜ 
ビ 
ス 
審 
議 
官 
賞 

作品名 

応募者 

鳥取県の商工会が取り組んできた地域ブランディング事業が自転車を活用した

まちづくりを目指す官民連携協議会設立に貢献した 4 年間 

鳥取県西部ブランディングプロジェクト「大山時間」（鳥取県西伯郡日吉津村） 

作品の概要  

当会は、管内地域において加速化する人口減少・少子高齢化による、域内事業者の経営環

境の悪化、経済の衰退、消費力低下・労働力の減少等に中長期的に対応するため、地域をブ

ランド化し、資源等地域の魅力を域外に発信し、「サイクルツーリズム」による誘客促進事業

を行っています。 

具体的には、将来的なターゲットとする欧米豪の富裕層に、サイクリングで当地の魅力を

満喫していただける環境を作るため、魅力的なサイクルツアーの造成、プロツアーガイドの

養成、受け皿となる地域事業者の商品・サービスの開発及びブラッシュアップ等の事業を行

っています。これまで実施した養成講座によりガイド候補者が 20 名以上生まれ、今年度は

いよいよツアーの商品化に取り組んでいます。 

また、鳥取県全体での「サイクルツーリズム」による誘客の確立を目指し、説明会やシン

ポジウム等の自主開催を通じ、商工会だけでなく、国交省や県市町村や議会、サイクル関係

団体等にも働きかけ、コロナ禍における自転車利用による観光客誘客とまちづくり（自転車

利用環境整備）への理念共有、持続的発展等を提言した結果、「鳥取県サイクルツーリズム推

進・連携協議会」や「鳥取県西部サイクリングルート整備検討会」の設立を実現しました。

今後は、サイクリストの聖地の証でもあるナショナルサイクルルート指定に向け、域内外で

連携し、受け皿づくりを進め、地域事業者の持続的発展と地域経済の活性化に寄与します。 

 
 
 
 
日 
本 
商 
工 
会 
議 
所 
 
奨 
励 

賞 

作品名 

応募者 

ラグビーワールドカップで生まれた市民活動で「スポーツでまちづくり」を 

レガシーに 

熊谷ラグビー合唱団（埼玉県熊谷市） 

作品の概要 

2019 年に熊谷ラグビー合唱団を立ち上げました。地元開催のラグビーワールドカップ（以

下ＲＷＣ）を市民発信で盛り上げる取り組み「国歌を歌っておもてなし」を推し進める市民

団体です。 

ＲＷＣ参加国の国家を練習し、観戦時に選手と共に歌うアイディアを市民に広め、参加を

呼びかけました。この活動に対し、大会開催前から参加国への良きおもてなしとして市内外

で受け止められ、メデイアにも多数取り上げて頂きました。大会後には優勝国南アフリカの

駐日大使から直接感謝の言葉も頂きました。 

特筆すべきは合唱団の参加者コミュニティがＲＷＣ以降も交流を継続し、新たに「ラグビ

ータウン熊谷」を推進する活動を生んでいることです。駅にラグビー情報掲示板を設置、ラ

グビー観戦客をもてなす「おもてなしハイタッチャーズ」設立、ラグビー場でのコロナ禍の

中高生応援企画などです。 

熊谷ラグビー合唱団は、「スポーツでまちづくり」をＲＷＣで生まれたレガシーとして継続

し、熊谷をより住んでいてよかったと思えるまちにしていきます。 
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ス 
ポ 
| 
ツ 
ツ 
| 
リ 
ズ 
ム 
推 
進 
機 
構 

 

会 

長 

賞 

作品名 

応募者 

スポーツ×ふるさと納税「ふるスポ！」で、チームのファンが地域のファンに。

スポーツをきっかけとしたシティプロモーションや地域振興に貢献 

スポーツ・ローカル・アクト株式会社（東京都中央区） 

作品の概要 

スポーツのまちづくりをふるさと納税で応援できる、スポーツふるさと納税「ふるスポ！」

WEB サイトを 2018 年 8⽉からスタートさせました。ふるスポ！を通して集まったふるさと納

税が、地域のスポーツ振興などに活⽤され、プロスポーツチームや⼤会のファンが「地域の

ファン」に変わることを事業の⽬的に活動をしています。ふるさと納税を通してプロスポー

ツの活動の応援や、ファンとクラブの接点を地域が創出することができ、プロスポーツチー

ムとの相乗効果でシティプロモーションに寄与できたり、スポーツが地域にある価値を感じ

てもらえる取り組みになっています。 

＜事例１＞群馬県前橋市×ふるスポ！：「日本初」ふるさと納税の返礼品を応援するチーム

とシェアする取り組みで、地域プロスポーツクラブとファンのつながりを地域が創出し、 シ

ティプロモーション・地域のファンづくりに貢献した。 

＜事例２＞新潟県長岡市×ふるスポ！：スポーツふるさと納税「ふるスポ！」への寄附（ふ

るさと納税）を活用し、長岡市内小学校に地元スポーツクラブ新潟アルビレックスＢＢのオ

リジナルビブスを贈呈した。地域にプロスポーツのある価値を提供しスポーツのまちづくり

に貢献した。 

 
 
 
ス 
ポ 
| 
ツ 
健 
康 
産 
業 
団 
体 
連 
合 
会 
 
会 
長 

賞 

作品名 

応募者 

特別支援学校在校生及び卒業生を対象としたスポーツ活動 

「皆生（かいけ）スポーツ広場」の取り組み 

医療法人養和会（鳥取県米子市） 

作品の概要 

平成 28 年度からスタートした「皆生スポーツ広場」は、鳥取県立皆生養護学校（肢体不自

由・病弱特別支援学校）の体育館で、毎月１回２時間、土曜日の午前中に活動しています。

鳥取県立皆生養護学校の在校生や卒業生を主な対象とし、参加費は無料です。安心・安全に

活動できるよう、施設設備が整い、慣れ親しんだ体育館を使用しています。スポーツ活動の

内容は、理学療法士によるストレッチ指導や感覚統合を取り入れたレクリエーションスポー

ツ、ボッチャ等の障がい者スポーツを中心としたメニューとなっています。メニューによっ

ては歩行可能な方も車いすに乗ってもらうなど、皆が同じ目線でスポーツ活動を楽しめる工

夫をしています。 

特別行事として、全国障碍者スポーツ大会陸上競技の練習会や大会参加、ボッチャを通じ

た日本代表選手との交流、特別支援学校の放課後ボッチャの練習等があります。過去５年間

の参加者は延べ 950 名（障がい者 317 名、一般 330 名、スタッフ 303 名）。皆生スポーツ広

場 をきっかけに、鳥取県ボッチャ協会が設立され、県外大会参加のほか、公民館や小学校の

人権学習に招かれるなど地域で活躍中です。また毎年、10名程度が鳥取県障碍者スポーツ大

会に参加し、中には全国障碍者スポーツ大会に出場する選手もおり、活動の場が広がってお

ります。 
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（公社）スポーツ健康産業団体連合会  

（一社）日本スポーツツーリズム推進機構 

 

令和３年１１月５日 

第９回スポーツ振興賞の発表 

～東京ビッグサイトで授賞式を開催～ 

公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会（東京都港区)と一般社団法人日本スポーツツ

ーリズム推進機構［JSTA］（東京都千代田区）は、スポーツ振興賞選考委員会の審査を踏

まえ、スポーツや障がい者スポーツを通じて健康づくりをし、ツーリズムや産業振興、地

域振興（まちづくり）に大きく貢献した団体、企業等を顕彰するとして第９回スポーツ振

興賞の各賞の授賞作品を発表します。 

応募総数３５件の作品の中から最も優れた作品に「スポーツ振興大賞」を、優れた作品

に「スポーツ振興賞」として、スポーツ庁長官賞、観光庁長官賞、経済産業省商務・サー

ビス審議官賞、日本商工会議所奨励賞、日本スポーツツーリズム推進機構会長賞、スポー

ツ健康産業団体連合会会長賞の６点を選定しました。授賞式は、来る１２月１日（水）に

東京ビッグサイト（東京都江東区）の会場で行います。 

１．公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会と一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構は、

スポーツ振興賞選考委員会で慎重、厳正に審査された結果を踏まえ、以下の作品を授賞作品として決

定した。 
★スポーツ振興大賞 
作品名：とびしま海道 7 つの島、100km を走る旅 
応募者：とびしまウルトラマラニック in せとうち・呉 

とびしまウルトラマラニック実行委員会 （広島県呉市） 
★スポーツ振興賞 
○スポーツ庁長官賞 
作品名：限界集落の小さな挑戦「田んぼで SUP 」 
応募者：丸山自治会 丸山生活改善センター運営委員会（大分県竹田市） 

○観光庁長官賞 
作品名：子どもから大人まで楽しめるご当地スポーツとしてのトレイルランニング 

～環境教育との融合を通じた持続可能なアウトドアスポーツ普及への取り組み〜 
応募者：FUJIO PROJECT （神奈川県逗子市） 

○経済産業省 商務 ・サービス審議官賞 
作品名：鳥取県の商工会が取り組んできた地域ブランディング事業が自転車を活用したまち 

づくりを目指す官民連携協議会設立に貢献した４年間 
応募者：鳥取県西部ブランディングプロジェクト「大山時間」 （鳥取県西伯郡日吉津村） 

○日本商工会議所 奨励賞 
作品名：ラグビーワールドカップで生まれた市民活動で「スポーツでまちづくり」をレガシーに 
応募者：熊谷ラグビー合唱団 （埼玉県熊谷市） 
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○一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 会長賞 
作品名：スポーツ×ふるさと納税「ふるスポ！」で、チームのファンが地域のファンに。 

スポーツをきっかけとしたシティプロモーションや地域振興に貢献 
応募者：スポーツ・ローカル・アクト株式会社（東京都中央区） 

○公益社団法人スポーツ健康産業団体連合会 会長賞 
作品名：特別支援学校在校生及び卒業生を対象としたスポーツ活動「皆生スポーツ広場」の取り組み 
応募者：医療法人養和会 （鳥取県米子市） 

 
２．選考委員の受賞作品に対する意見は次のとおり。 
○作品名：とびしま海道 7 つの島、100km を走る旅 
応募者：とびしまウルトラマラニック in せとうち・呉 

とびしまウルトラマラニック 実行委員会（広島県呉市） 
・風光明媚で食材にも恵まれた瀬戸内を背景とした企画で、スポーツツーリズムのコンテンツとして

の要素が鏤められています。地域おこし協力隊という地域密着の視点で、関係人口の創出から移住・定

住へつなげることを目標に、様々な取組を実施しています。大会で提供した食材を通販でセット販売、

イベント民泊制度（住民の自宅が宿）を呉で初めて活用、オンライン開催など工夫がみられます。補給

所での郷土料理提供、民泊による地域住民との交流、地元食材の通販など、関係人口づくりの取り組み

を評価します。 
 
○作品名：限界集落の小さな挑戦「田んぼで SUP」 
応募者：丸山自治会 (丸山生活改善センター運営委員会)（大分県竹田市） 

・SUP と田んぼの発想が面白く、着眼点が新鮮で、素晴らしいアイデアと取組です。次年度以降も新

たなアイデアが出てくることを期待します。川や湖等の自然資源がない中、田んぼを活用し SUP ヨガ

を実施するなど工夫がみられます。自治会として限界集落の中で、魅力づくりにチャレンジし続けて

いる点を評価します。人口減少に歯止めのかからない集落での公民館コミュニティーの活動や、スポ

ーツ観光のユニークなコンテンツを開発し、遊び心満載の事業ができている点にこの集落の強さを感

じます。 
 
○作品名：子どもから大人まで楽しめるご当地スポーツとしてのトレイルランニング 

～環境教育との融合を通じた持続可能なアウトドアスポーツ普及への取り組み〜 
応募者： FUJIO PROJECT（神奈川県逗子市） 

・持続可能なスポーツを地域に根付かせるために、特に子供達に対する環境教育と融合させたトレイ

ルランニングです。2020 年 3 月にかけて一斉休校により、行き場を失った子どもたちの受け皿として

活動し、家族連れの参加者が多く、開催地域での観光や宿泊の効果が期待できます。関東を中心に 10 
地域にまで拡大し、アウトドアスポーツの普及とともに、ジュニア教育を通して、マナーの向上や親子

参加等を通じた環境保全の啓発など、その地道な活動は大いに評価出来ます。 
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○作品名：鳥取県の商工会が取り組んできた地域ブランディング事業が自転車を活用 
したまちづくりを目指す官民連携協議会設立に貢献した４年間 

応募者：鳥取県西部ブランディングプロジェクト「大山時間」（鳥取県西伯郡日吉津村） 
・少子・高齢化が進んでいる鳥取県西部において、地域を跨いだ鳥取県西部７商工会が連携し、サイク

ルツーリズムを中心とした地域ブランド化に取り組まれたことを評価しています。サイクルツーリズ

ムが世界的に注目されている中で地域住民と商工会が一体となって、サイクリストを呼び込むことに

より、地域の活性化や新たなビジネスチャンスに繋がり、健康に資する観光コンテンツとして今後成

長していくことを期待しています。 
 
○作品名：ラグビーワールドカップで生まれた市民活動で「スポーツでまちづくり」をレガシーに 
応募者：熊谷ラグビー合唱団（埼玉県熊谷市） 

・国歌を通じた国際交流という素晴らしい活動です。スポーツの国際試合において、音楽の力で交流

を図る取り組みは、継続的な活動により海外からファンを集めることにつながります。RWC での活動

を通じて、国際交流や熊谷のラグビータウンとしてのブランド向上への貢献を評価します。スポーツ

をサポートする取り組みがレガシーとして市民のあいだに残っていることが素晴らしく、RWC のスポ

ーツレガシーとして更なる発展と交流推進、参加者の健康づくりの面での活動も期待したい。 
 
○作品名：スポーツ×ふるさと納税「ふるスポ！」で、チームのファンが地域のファンに。 

スポーツをきっかけとしたシティプロモーションや地域振興に貢献 
応募者：スポーツ・ローカル・アクト株式会社（東京都中央区） 

・スポーツ版ふるさと納税という新しいジャンルの開拓です。スポーツ版ふるさと納税という新しい

ジャンルの開拓です。ふるさと納税×スポーツの視点が話題性・継続性があります。参加者の歩数を

10 歩 1 円に換算するという発想が素晴らしく、ファンを増やすことで市民参加を増やすことが可能な

点が評価できます。事業に参加する方々の共感が寄付につながるいい仕組みです。選手への返礼品シ

ェア・差入れといった工夫が興味深く、プロスポーツによる地域の関係人口づくりを評価します。な

お、納税の使い道が重要。 
 
○作品名：特別支援学校在校生及び卒業生を対象としたスポーツ活動「皆生スポーツ広場」の取り組み 

応募者：医療法人養和会（鳥取県米子市） 
・地域に目指した障がい者スポーツ支援活動として、またスポーツ庁が推進する障がい者スポーツ実

施率の向上の点から評価に値します。特別支援学校を卒業した障がい者の継続的な運動支援の場づく

りと専門職を中心とする地域住民との共生というテーマは、非常に社会的な意義の高い活動です。特

別支援学校の体育館を活用し、障がい者スポーツの場の提供及び地域住民の参加による共生の取り組

みは、地道だが堅実、継続的に行われている点が素晴らしく、地域に根付いた着実な活動として評価さ

れます。 
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▲受賞者集合写真 
 

 

▲会場内ブース：受賞団体パネル展示コーナー 
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■ＳＰＯＲＴＥＣ ２０２１ 

〇日 時：２０２１年１２月１日（水）～３日（金） 

○場 所：東京ビッグサイト 南展示棟 1～4 ホール 

○主 催：ＳＰＯＲＴＥＣ実行委員会 

○共 催：一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 ほか 

○来場者：28，086 名（3 日間） 

 

【１２月１日（水）】 

  ＜原田会長 基調講演＞ 

＜第 9 回スポーツ振興賞 授賞式＞ 

スポーツ振興賞受賞者による発表とディスカッション（会場内ブースにてパネル展示） 

 

【１２月２日（木）】 

JSTA 協力：スポーツツーリズム実践セミナー 「スポーツイベントによる地域活性化」 

講演・モデレーター：東海大学 体育学部スポーツ・レジャーマネジメント学科講師 押見大地氏 

登壇者：愛媛県観光スポーツ文化部 スポーツ局 地域スポーツ課 主任 西谷幸真氏  

名古屋スポーツコミッション事務局 事務局長 髙橋良好氏 

神栖市 観光振興課 スポーツツーリズム推進室 室長 山本剛氏 

 

【１２月１日（水）～３日（金）】 

＜JSTA パビリオン＞ 

JSTA 会員希望者によるポスター掲示・カタログ展示ブース展開 

 

4 SPORTEC 2021  
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○日   時：２０２２年２月１５日（火）１０時００分～１７時００分 

        ※前日２月１４日（月）は、スポーツ庁主催「地域スポーツコミッション シンポジウム 

in 名古屋」を同会場から配信（無観客・オンライン開催） 

 

○場   所：名古屋国際センター 別棟ホール・本館 5 階会議室 

オンライン（Zoom ウェビナー） 

 

○主   催：名古屋市／名古屋スポーツコミッション 

一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 

 

○後   援：観光庁／スポーツ庁 

 

○申込人数：現地参加者 ３２名（登壇者・関係者のみ） 

        オンライン参加者 ２６０名（会員・一般すべて含む） 

 

＜新型コロナウイルス感染症対策について＞ 

現地開催に際しては、地元自治体、関係団体のガイドラインに即した対策を講じた上で実施。 

登壇時は、パネル設置、距離確保、マイクの消毒等を実施した上でマスク非着用可。 

 

○後日配信：Youtube JSTA チャンネルにおいて期間限定公開 

https://www.youtube.com/user/sport2tourism 

○視聴総数：５１７回（３月１６日時点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０回スポーツツーリズム・コンベンション in 名古屋 5 
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２０２1 年度実施の JSTA セミナーはすべてウェビナー形式で実施 

 
２０２１年度 第１回 JSTA ウェビナー 
「事前合宿受入れ自治体に聞く 海外チーム合宿の課題と可能性」 
日 時: ２０２１年９月２８日（火）１５:００〜１６：３０ 
会 場: オンライン形式（Zoom ウェビナー） 
 
○登壇者 

◆オランダ女子サッカーチーム 
講演① 一般社団法人ウェルネスポーツ鴨川 

岡野大和氏 
 
 
 
 
◆フランス女子・男子スケートボードチーム 
講演② 笠間スポーツコミッション 

笠間市教育委員会教育部スポーツ振興課 
    オリンピック・パラリンピック推進室 

新妻佑基氏 
 
 
◆ウクライナ男子ゴールボールチーム 
◆カナダ女子ゴールボールチーム 
講演③ さっぽろグローバルスポーツコミッション 

 札幌市スポーツ局誘致推進部 
戦略誘致担当課 
大沼孝彰氏 

 
○トークディスカッション＆質疑応答 コーディネーター 
 JSTA 事務局長 中山哲郎 
 
 
 

ＪＳＴＡウェビナー 6  
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２０２１年度 第２回 JSTA ウェビナー 
「「利用」する国立公園へ 地域資源のブランド化とエシカルツーリズム 
 ～コロナ禍で高まるアウトドアアクティビティ人気と注目される国立公園の意義～」 
日 時: ２０２１年１０月２８日（木）１５:００〜１６：００ 
会 場: オンライン形式（Zoom ウェビナー） 
 
○登壇者 
イントロダクション 
『自然フィールドにおける“エシカルツーリズム”を考える』 

一般社団法人 日本アドベンチャーツーリズム 協議会 理事 
山下 真輝 氏（JSTA セミナー委員） 

 
講演① 
『国立公園の今』 

環境省 自然環境局 国立公園課 
国立公園利用推進室 室長補佐 
尾﨑 絵美 氏 

 
講演② 
 やんばるエコツーリズム研究所 代表 
 中根 忍 氏 
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２０２１年度 第３回 JSTA ウェビナー 
「スポーツで『健幸』まちづくり 「スポーツウエルネス」×「スマートウエルネスシティ」」 
日 時: ２０２１年１２月７日（火）１４:００〜１６：００ 
会 場: オンライン形式（Zoom ウェビナー） 
 
○登壇者 
イントロダクション 
JSTA 理事 
筑波大学 体育系 准教授 
高橋 義雄氏 
 

 
講演① 
筑波大学 体育系 教授 
久野 譜也氏 

 
講演② 
千葉県白子町 健康福祉課 健幸づくり係 係長（保健師） 
近藤 雅巳氏 
 
トークセッション＆質疑応答 
ゲスト：千葉県白子町 町長 石井 和芳氏 
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地域スポーツコミッションとは、地方公共団体、スポーツ団体、民間企業等が一体となり、スポーツによるま

ちづくり・地域活性化を推進していく組織の総称であり、2021 年 10 月現在、国内で 177 団体が確認されて

いる。JSTA では、今後設立された地域スポーツコミッションが安定した組織へと成長していくためには、携わ

る人材の育成が非常に重要だと考え、今後本格始動を予定している「スポーツコミッション人材養成アカデミ

ー」のモニター講座を、全３回で開講した。 

今回は基礎講座と題し、今後スポーツコミッションの立上げを検討している自治体担当者、コミッション事

業に着任されたばかりの方、地域おこし協力隊の方などを対象に参加者を募集したところ、多数の応募があ

り、当初より参加人数枠を増やし実施した。 

 
○開催日時：各日 19 時 00 分～20 時 30 分 
DAY１：2022 年 1 月 18 日(火) 
DAY２：2022 年 1 月 24 日(月) 
DAY３：2022 年 1 月 31 日(月) 
 
○開催形式：オンライン（Zoom ミーティング） 
○参加対象：スポーツによるまちづくり・地域活性化に興味のある方 
      ※自治体担当者、地域スポーツコミッション担当者、地域おこし協力隊、 
       スポーツチーム、スポーツ施設の方など 
○参加条件：全３回の講座に全て参加できること 
      講座終了後のアンケートに回答いただけること 
○参加費：無料 
○主催：一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 
 
○講座の特徴 
・一方向的な講義形式の講座ではなく、グループディスカッションや発表を取り入れたインタラク

ティブ（双方向）型の講座とした。 
 
・Facebook 上の機能を用いて参加者限定のグループページを作成し、講座期間中及び講座終了後も

オンライン上でネットワークが維持できるようにした。 
 
○参加人数：30 名（当初予定 12 名） 
 
 

スポーツコミッション人材養成アカデミー モデル講座 
～スポーツによるまちづくりを推進するための基礎講座～ 7 
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 スポーツ庁は、2021 年度末までに地域スポーツコミッション（SC）を 170 まで拡大することを

目指しており、新たに設立を目指す地方自治体及び経営の多角化に向けて複合的な事業に取り組む

地域ＳＣに対する総合コンサルティング事業を公募した。 
 3月上旬に開始した公募に JSTAは応札し、4月 15日に受託候補者に決定した旨の連絡を受けた。 
 
1．担当部局 
 スポーツ庁 参事官（地域振興担当）付地域振興係 
 
2．業務名 
 地域スポーツコミッションの設立促進及び経営の多角化に向けたコンサルティング事業 
 
3．委託期間 
 2021 年 5 月 14 日（金）から 2022 年 3 月 31 日（木）まで 
 
4．業務内容 
（１）事業の進捗管理及びアウトプット作成支援等 
事業を効果的に行うための事前準備、補助事業者からの意見・照会等に対応する一元的な窓 
口の設置及びノウハウの蓄積、（２）のコンサルティングの進捗管理及び定期報告、他の地域への横

展開を促進するための効果的なアウトプット作成支援等。 
 
（２）地域ＳＣの設立促進及び経営の多角化に向けたコンサルティング 
地域ＳＣの新規設立の促進及び経営の多角化に向けた総合的なコンサルティング、他の地域 
に展開可能なフレームワーク構築の調査・研究、シンポジウム等の開催による対外的な発信等。 
 
（３）地域ＳＣの組織体制及び活動概況の調査 
既存の地域ＳＣの組織体制や活動概況の詳細な調査・分析、課題の抽出と具体的な対応策の 
考察等。 
 
5．実施体制 
 JSTA で実施 
 
 
 
 

8 スポーツ庁「地域スポーツコミッションの設立促進及び
経営の多角化に向けたコンサルティング事業」 
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6．コンサルティング対象自治体及び団体 
 

総合コンサルティング事業で支援した自治体（新規設立） 

自治体名 人口（人） 団体名称（申請当時） 

新潟県村上市 56,448 むらかみスケートボードコミッション（仮） 

山梨県韮崎市 28,868 韮崎市スポーツコミッション（仮） 

愛知県名古屋市 2,324,877 名古屋スポーツコミッション 

大阪府 8,802,755 大阪スポーツプロジェクト 

（OSAKA SPORTS SPROJECT） 

熊本県水俣市 23,502 スポーツコミッションみなまた（仮） 

佐賀県武雄市  47，521 武雄市スポーツコミッション－注 1 

注 1）佐賀県武雄市はコンサルティングを希望していない。 

 

総合コンサルティング事業で支援した団体（自立経営） 

団体名（自治体名） 人口（人） 団体名称 

北海道壮瞥町 2,409  そうべつアウトドアネットワーク 

北海道美瑛町 9,700  美瑛町－注 2 

秋田県大館市 68,285  スポーツコミッション大館 

茨城県かすみがうら市 39,896  かすみがうらアクティビティコミッション－注 2 

千葉県銚子市 57,952  特定非営利活動法人 銚子スポーツコミュニティー 

長野県軽井沢町 19,648  軽井沢カーリング活性化プロジェクト推進委員会 

長野県長和町 5,870  長和町スポーツコミッション 

静岡県裾野市 50,313  裾野市スポーツツーリズム 

静岡県御殿場市 85,864  御殿場市スポーツタウン推進連絡会－注 2 

三重県 1,777,098  一般社団法人みえゴルフツーリズム推進機構－注 2 

高知県土佐町 3,997  一般社団法人土佐町スポーツコミッション 

熊本県阿蘇市 24,745  阿蘇サイクルツーリズム学校「コギダス」協議会 

－注 2 

沖縄県沖縄市 141,771  一般社団法人沖縄市観光物産振興協会 

注 2）北海道美瑛町、茨城県かすみがうら市、静岡県御殿場市、三重県、熊本県阿蘇市はコンサルティング

を希望していない。 

 
7．成果物（スポーツ庁ホームページ掲載） 

 「地方自治体及び地域スポーツコミッションに対する総合的なコンサルティング 報告書」 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000176770.pdf 
 

 「地域スポーツコミッション データ＆ナレッジ」 

 https://www.mext.go.jp/sports/content/000176764.pdf 

https://www.mext.go.jp/sports/content/000176770.pdf
https://www.mext.go.jp/sports/content/000176764.pdf
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スポーツ庁公募事業「武道ツーリズムネットワーク構築・強化事業(スポーツによる地域の価値向

上プロジェクト)」を（株）JTB コミュニケーションデザイン（2022 年度より JSTA 法人会員）が

受託し、JSTA が一部事業の運営、開催の再委託を受けた。 
 
1．担当部局 
スポーツ庁 参事官（地域振興担当）付地域振興係 
 
2．業務名 
武道ツーリズムネットワーク構築・強化事業(スポーツによる地域の価値向上プロジェクト) 
 
3．委託期間 
 2022 年 1 月 19 日（水）から 2022 年 3 月 31 日（木）まで 
 
4．業務内容 
①「武道ツーリズム認知向上のための検討会議」の実施 
開催日時：令和 4 年 2 月 28 日（月） オンライン開催 
構成員（出席者のみ・敬称略） 

大阪体育大学 学長 原田 宗彦 * 

公益財団法人日本武道館 理事・事務局長 𠮷𠮷川 英夫 

グーグル合同会社 Government and Public Sector, Sales 
Strategy Division 官公庁担当部長          

田島 弘教 

日本航空株式会社 地域事業本部 支援推進部 部長 高橋 秀次 

株式会社近畿日本ツーリストコーポレ

ートビジネス 

スポーツ事業推進部 斉藤 健 

金沢文化スポーツコミッション 代表 平 八郎 

株式会社アイサイト 代表取締役 馬場 誠 

山梨学院大学 国際リベラルアーツ学部 特任教授 William Reed 

株式会社小西美術工藝社 代表取締役社長 David 

Atkinson 

 

スポーツ庁「武道ツーリズムネットワーク構築・強化事業
(スポーツによる地域の価値向上プロジェクト)」 9 
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②Facebook など SNS を活用したデジタルプラットフォームの立ち上げと運営 
○Facebook グループページ：武道ツーリズムの輪を広げよう 
https://www.facebook.com/groups/budo.tourism.wa 
 
○Instagram：スポーツ庁武道ツーリズム～Budo Tourism～ 
（@budo.tourism.japansportsagency) 
https: //www.instagram.com/budo.tourism.japansportsagency 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

③「武道ツーリズムオンラインミーティング」（セミナー・ネットワーキング）の開催運営 
開催日時：令和 4 年 3 月 9 日（水） 14：00～16：30 
オンライン開催 
＝１部：基調講演及び事例紹介＝ 
（１）主催者代表挨拶 スポーツ庁 参事官（地域振興担当） 原口大志氏 
（２）基調講演「武道ツーリズムコンテンツによる地域振興の可能性」 
   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 
   原田 宗彦氏 
（３）今年度スポーツ庁事業の取り組み紹介 
（４）事例紹介 
 1：山形県村山市商工観光課 片桐 諒氏 
 「居合道で街おこし～自治体としての武道ツーリズム創出の取組み」 
 2：一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー（OCVB）  
  企画・施設事業部 企画課 山城 圭之慎氏 
 「沖縄空手をテーマとした新観光素材商品化の取組み」 
 3：Ageshio Japan 株式会社 COO 古田 桂一氏 
 「デジタルを活用した武道のオンライン稽古の取り組み」 
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＝２部：ネットワーキング＝ 
各事例紹介の登壇者をモデレーターに３つのルームに分かれ、相互交流を実施。 
（参加は希望者のみ） 
 ◆ルーム①片桐氏（村山市）「テーマ：地域資源を生かしたコンテンツづくり」 
 ◆ルーム②山城氏（OCVB）「テーマ：地域一体でのコンテンツ展開」 
 ◆ルーム③古田氏（Ageshio Japan）「テーマ：デジタル×武道ツーリズム」 
 
5．実施体制 
 受託事業者：（株）JTB コミュニケーションデザイン 
 再委託（一部事業）：JSTA 
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スポーツ/アクティビティはヘルスツーリズム・プログラムの重要な構成要素であるとして、JSTA は 2018 年

より、「ヘルスツーリズム認証」を交付するヘルスツーリズム認証委員会を運営メンバーに参画している。 

 

  ＜ヘルスツーリズム認証委員会共同運営組織＞ 

  特定非営利活動法人日本ヘルスツーリズム振興機構 

  一般財団法人日本規格協会 

  一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 

 

 

 

 

 

 

 

○ヘルスツーリズム認証とは 

 ・旅の楽しみに健康へのケアをプラス。ヘルスツーリズム認証は、[旅と健康]とい

う新しい視点から観光商品を客観的に評価する第三者認証サービス。 

 ・ヘルスケアサービスの品質を「見える化」。 

 ・品質保証が、消費者にもプログラム提供者にもメリットをもたらす。 

 ・認証マークで旅の楽しみに付加価値をプラスする。 
 
 

※初回認証から 3 年間有効（更新後は 2 年間有効）。 

認証取得後、1 年ごとに認証体制が維持されていることを確認するためにサーベランス審査を行う。 

  また、認証の更新可否を判断するため初回認証取得から 3 年後に更新審査を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ヘルスツーリズム認証 10 
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ヘルスツーリズム認証 プログラム一覧 （2022 年３月末） 
都道

府県 
市町村 プログラム名 事業所名 

青森 五所川原市 ＤＡＺＡＩ 健康トレイル青森ひばの神木コース 一般社団法人かなぎ元気村 

青森市 OWANI 阿闍羅の修験道スノーハイクと温浴体験 株式会社ブルーモリス 

青森市 あおもりベイタラソウォーク＆ヨガ 株式会社ブルーモリス 

秋田 三種町 秋田犬と散歩（健康ウォーキング） 一般社団法人ヘルスデザイン秋田 

三種町 じゅんさい摘み採り体験 一般社団法人ヘルスデザイン秋田 

山形 上山市 クアオルト健康ウォーキング（空色・暮色ウォーキング） 一般社団法人上山市観光物産協会 

上山市 クアオルトバランス膳・早朝ウォーキング 有限会社彩花亭時代屋 

上山市 クアオルトこんにゃく会席箱膳 株式会社丹野こんにゃく 

上山市 クアオルトかみのやま会席 株式会社月岡ホテル 

福島 朝倉町 ヘルスコンシャスプラン 株式会社ルネサンス棚倉 

北塩原村 多様な水辺・命の森裏磐梯へようこそ 特定非営利活動法人裏磐梯エコツーリズム協会 

群馬 みなかみ町 みなかみヘルスツーリズム 一の倉沢ハイキング 一般社団法人みなかみ町体験旅行 

みなかみ町 みなかみヘルスツーリズム スノーシューハイキング 一般社団法人みなかみ町体験旅行 

みなかみ町 みなかみヘルスツーリズム ノルディックウォーク 

たくみの里コース 

一般社団法人みなかみ町体験旅行 

みなかみ町 みなかみヘルスツーリズム ノルディックウォーク 

湯宿温泉コース 

一般社団法人みなかみ町体験旅行 

みなかみ町 みなかみヘルスツーリズム ノルディックウォーク 

谷川岳・一の倉沢コース 

一般社団法人みなかみ町体験旅行 

みなかみ町 みなかみヘルスツーリズム リバーラフティング 一般社団法人みなかみ町体験旅行 

千葉 南房総市 癒しの森のセラピーウォーキング 一般社団法人南房総健康ラボ 

新潟 妙高市 妙高型健康保養地プログラム 一般社団法人妙高ツーリズムマネジメント 

富山 富山市 とやま健泊＠立山山麓 株式会社アピアスポーツクラブ 

石川 小松市 楽しく「歩ける「生涯スポーツゴルフ」と「心と体の食」 

再発見の旅 

北國リゾート開発株式会社 

長野 飯山市 なべくら高原 森林セラピー散策 一般社団法人信州いいやま観光局 

飯山市 斑尾高原 標高 1000m のブナの森で森林ヨガ 一般社団法人信州いいやま観光局 

飯山市 北竜湖 ハート型の湖で健康ヨガ 一般社団法人信州いいやま観光局 

茅野市 健康いきいき診断プログラム体力年齢アップ 

健康運動コース 

株式会社池の平ホテル＆リゾーツ 

木曽町 木曽開田高原健康ウォーキング 一般社団法人木曽おんたけ健康ラボ 

北安曇郡池田町 ハーバルウェルネスリトリート 株式会社 SouGo 

三重 明和町 ココロとカラダを整える「大淀海岸タラソテラピーウォーク」 一般社団法人明和観光商会 

京都 京丹後市 海の京都「百寿人生のレシピ」体感プログラム 一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社 

大阪 高槻市 サンスター心身健康道場一日体験 サンスター株式会社 

兵庫 神戸市 ウェルネスウォーキング 株式会社らスイート 神戸みなと温泉蓮 

神戸市 乳がんリハビリヨガ 株式会社らスイート 神戸みなと温泉蓮 

神戸市 体力測定・運動能力チャレンジプログラム 株式会社らスイート 神戸みなと温泉蓮 

神戸市 ランニングクリニック 株式会社らスイート 神戸みなと温泉蓮 

多可町 ”不良長寿の道”多可の森健康ウォーキング 一般社団法人多可の森健康協会 

熊本 阿蘇村 大自然阿蘇健康の森 基本プラン 3 泊 4 日 株式会社阿蘇ファームランド 

大分 竹田市 こころ・からだよみがえる健康ながゆ旅 特定非営利活動法人竹田市観光ツーリズム協会 
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JSTA 事務局が入居している千代田区公共施設「万世橋出張所・区民館」の 5 階部分は、（一社）千代田

区観光協会より観光関連事業を目的とした運用が可能な法人・団体に対して、JSTA が 1 フロアを貸付され

ており、2021 年 4 月よりツーリズム推進組織や関連事業者の拠点として「千代田ツーリズムイノベーションベ

ース」（略称：CTIB）を運営している。 

 JSTA 会員、千代田区観光協会会員が優先的に利用できるスペースのほか、同所を通じて JSTA 会員と千

代田区の観光に関連する組織間マッチングなど情報発信の場として活用していく。 

 

○事業一覧 

月 場所 実施内容 

4 月 5 階・シェアスペース JSTA 移転・シェアスペース備品搬入設置 

 シェアスペース 社会福祉協議会（6 階入居）意見交換会 

 5 階 テナント入居希望者内覧対応（以降、7 月まで随時） 

5 月 シェアスペース コピー機設置調整 

6 月 シェアスペース 千代田区観光協会打合せ（以降、随時） 

 シェアスペース JSTA 会員・一般向けにシェアスペースオープン 

 シェアスペース 入居者（JSTA 会員）と千代田区事業者とのマッチング 

7 月 5 階 テナント 2 室入居（残り 1 室） 

  千代田区長・関連部課 秋葉原周辺 e-sports 視察同行 

8 月 5 階 テナント 1 室入居（満室） 

 シェアスペース 入居者利用開始（以降、随時） 

 シェアスペース 千代田区観光協会会員の利用登録、申込み開始 

9 月 5 階・シェアスペース 千代田区内商工関連事業団体視察 

  千代田区万世橋出張所・区民館 入居者連絡調整会議 

 

    
 ▲5 階テラス       ▲シェアスペース＜デスク A＞  ▲シェアスペース＜全スペース＞ 

11 千代田ツーリズムイノベーションベース（CTIB） 
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セミナー、コンベンション等のアーカイブ動画のほか、新規会員の紹介プレゼンテーション動画

など YouTube を活用した情報発信を行っている。 

○YouTube チャンネル URL 
https://www.youtube.com/sport2tourism 
 
○2021 年度新規会員紹介 
（収録と公開は希望があった法人・団体のみ） 
・RX Japan 株式会社 
・市原市 
・一般社団法人エス・インパクト 
・株式会社ジェイアール東日本企画 
・BALUE 株式会社 
・ピークス株式会社 
・リアル野球盤協会 
 
 
 
 
 
 

12 YouTube チャンネル（動画配信の活用） 
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法人 公益法人 
1 アシックスジャパン株式会社 1 特定非営利活動法人出雲スポーツ振興 21 
2 株式会社梓設計 2 公益社団法人伊勢志摩観光コンベンション機構 
3 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 3 一般社団法人ウェルネスポーツ鴨川 
4 株式会社 ADKマーケティングソリューションズ 4 一般社団法人宇部市スポーツコミッション 
5 株式会社近宣 5 一般社団法人 エス・インパクト 
6 株式会社クラブビジネスジャパン 6 大分県スポーツ合宿誘致推進協議会 
7 クリヤマ株式会社 7 おかやまスポーツプロモーション機構 
8 株式会社クリーン工房 8 一般財団法人関西観光本部 
9 クロススポーツマーケティング株式会社 9 一般社団法人九州スポーツツーリズム推進協議会 
10 株式会社ジェイアール東日本企画 10 一般社団法人さいたまスポーツコミッション 
11 Japan Sports Week 事務局 11 静岡県西部地域スポーツ産業振興協議会 
12 株式会社 JTB 12 静岡県東部地域スポーツ産業振興協議会 
13 清水建設株式会社 13 スポーツコミッション青森 
14 株式会社スポーツニッポン新聞社 14 スポーツコミッション関西 
15 SPORTEC株式会社 15 スポーツコミッションせんだい 
16 株式会社セレスポ 16 一般社団法人世羅町観光協会 
17 株式会社ゼンリン 17 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 
18 株式会社ダスキン 18 一般財団法人千葉県まちづくり公社 
19 東亜道路工業株式会社 19 一般社団法人日本チャレンジゴルフツアー協会 
20 東武トップツアーズ株式会社 20 特定非営利活動法人銚子スポーツコミュニティ 
21 凸版印刷株式会社 21 一般社団法人千代田区観光協会 
22 日本航空株式会社 22 公益財団法人とっとりコンベンションビューロー 
23 株式会社日本総合研究所 23 長崎県スポーツコミッション 
24 株式会社日本旅行 24 長和町スポーツコミッション／信州・長和町観光協会 
25 株式会社八咲 25 公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー 
26 BALUE株式会社 26 名古屋スポーツコミッション 
27 ピークス株式会社 27 新潟市文化・スポーツコミッション 
28 株式会社ヒト・コミュニケーションズ 28 一般社団法人日本イベント産業振興協会 
29 株式会社フューチャーセッションズ 29 一般社団法人日本ゴルフ場経営者協会 
30 プラットフォームサービス株式会社 30 一般社団法人日本ゴルフツーリズム推進協会 
31 株式会社ブリックス 31 特定非営利活動法人日本ヘルスツーリズム振興機構 
32 株式会社マイナビ 32 公益財団法人広島観光コンベンションビューロー 
33 ミズノ株式会社 33  前橋スポーツコミッション 
34 株式会社モンベル 34 一般社団法人ルーツ・スポーツ・ジャパン 
    
    
    
    
    
    
    

２０２１年度 ＪＳＴＡ会員一覧 13  
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自治体 スポーツ団体 
1 愛知県 1 MLB JAPAN 
2 市原市 2 沖縄県サイクリング協会 
3 茨城県 3 サイバーダイン茨城ロボッツ（B.LEAGUE) 
4 岩手県（いわてスポーツコミッション） 4 世界野球ソフトボール連盟（WBSC) 
5 上田市 5 公益財団法人全日本空手道連盟 
6 大館市 6 一般社団法人日本ウォーキングサッカー協会 
7 岡山市 7 一般社団法人日本スノースポーツ&リゾーツ協議会 
8 鹿児島市 8 公益社団法人日本トライアスロン連合 
9 金沢市（金沢文化スポーツコミッション） 9 公益財団法人日本バレーボール協会 
10 香美町 10 一般社団法人日本バレーボールリーグ機構 
11 岐阜県 11 日本フリースタイルフットボール協会 
12 熊谷市（熊谷スポーツコミッション） 12 公益社団法人日本プロサッカーリーグ 

13 熊本県 13 
PSA ASIA 
（プロスノーボーダーズ アソシエイション アジア） 

14 黒潮町 14 リアル野球盤協会 
15 佐賀県（佐賀県スポーツコミッション） 
16 札幌市 
17 静岡県 
18 大仙市（大仙市スポーツツーリズムコミッション） 
19 館山市 
20 千歳市 
21 千葉市 
22 鳥取県 
23 豊岡市 
24 豊田市 
25 長野県 
26 成田市 
27 新潟県 
28 韮崎市 
29 浜松市 
30 姫路市 
31 三重県 
32 三島市 
33 水戸市 
34 盛岡広域スポーツコミッション 
35 矢板市 
36 山梨県 
37 由利本荘市（由利本荘市スポーツ・ヘルスコミッション） 
38 横浜市 

 

2022 年 3 月現在 

法人会員・スポーツ団体・公益法人・自治体のみ掲載 
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