
地域におけるスポーツ振興の取組について

平成29年12月8日
スポーツ庁



１．地域スポーツコミッションについて
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≪要件１≫
常設の組織であり、年間を通じて活動を行っている。（時限の組織を除く）

≪要件２≫
スポーツツーリズムの推進、イベントの開催、大会や合宿・キャンプの誘致など、
スポーツと地域資源を掛け合せたまちづくり・地域活性化を主要な活動の一つとしている。

≪要件３≫
地方自治体、スポーツ団体、民間企業（観光産業、スポーツ産業）等が
一体となり組織を形成、または協働して活動を行っている。

≪要件４≫
特定の大会・イベントの開催及びその付帯事業に特化せず、
スポーツによる地域活性化に向けた幅広い活動を行っている。

※構成員の常勤・兼務は問わない。※上記の要件を備えていれば必ずしも、組織名称は問わない。

地域スポーツコミッション

地域スポーツコミッション推進組織の要件（スポーツ庁方針）

スポーツによるまちづくり・地域活性化の推進のためには、地域スポーツコミッションの拡大が必要。

2021年度末までに
170団体にまで拡大

第2期スポーツ基本計画
で掲げる拡大目標

2017年1月段階で
56団体（※スポーツ庁調べ）
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「地域スポーツコミッション」
メディア スポーツ

産業
地域スポー

ツクラブ 大学
レクリエー
ション協会

体育協会 観光産業

企業 商工団体

地方自治体

スポーツによる持続的なまちづくり・地域活性化へ

「地域スポーツコミッション」の活動を支援する事業をH27年度より実施中。

地域スポーツコミッションへの活動支援事業

スポーツイベント開催に
よる広域からの誘客

スポーツのまちとしての、
シティプロモーション

地域独自の新たな
スポーツコンテンツの開発 スポーツインバウンドの促進

キャンプ誘致・地域間の国際交流の促進 スポーツツーリスト受入体制の整備

地域への
社会的効果

地域への
経済効果

写真提供：三島市

写真提供：志摩市

写真提供：十日町市

写真提供：熊野市

写真提供：銚子市

写真提供：三重県

支援
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官民連携によるスポーツツーリズム・ムーブメントの創出へ

【国民】
スポーツツーリズムが新しいレジャー

スタイルとして、広く認知・定着

【国民】
スポーツツーリズムが新しいレジャー

スタイルとして、広く認知・定着

【地域】
スポーツツーリズムの取組意欲の拡大
・より良質なスポーツコンテンツの創出

【地域】
スポーツツーリズムの取組意欲の拡大
・より良質なスポーツコンテンツの創出

様々な産業の活動が
活発化

➡「スポーツツーリズム」関連
情報に触れる機会が拡大

スポーツツーリズムへの
関心・需要が高まることで

➡スポーツ目的での
地域来訪者が拡大

スポーツディスティネーション
・コンテンツの充実による

➡一層の関連産業活性化へ

スポーツツーリズムの活性化で
ビジネスチャンスが創出・拡大
スポーツツーリズムの活性化で
ビジネスチャンスが創出・拡大

【スポーツツーリズム関連産業】
旅行、宿泊、運輸、流通、スポーツ用品、ファッション・・・等

連携・協働

【スポーツツーリズム・ムーブメント創出事業】
官民が連携・協働して、スポーツツーリズムの需要拡大・定着化を目指す。

【関係省庁】連携
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スポーツツーリズム・ムーブメント創出事業

スポーツツーリズムに関わる
国内外の消費者心理・動向など
についてのマーケティング調査

【調査対象】
・日本国内
➡2,100サンプル

・海外（中国・韓国・台湾・香港・
米国・オーストラリア・タイ）

➡各300サンプル

スポーツツーリズムに関連する幅広い
業界とスポーツ庁が連携して開催。

【協議内容】
・スポーツツーリズム需要拡大・定着化に向け
た連携戦略
・各業界として可能なアクション
・国として必要なアクション
等を協議

スポーツ庁によるスポーツツーリズ
ム需要拡大のためのプロモーショ
ンを実施。

【展開内容】
本年度は国内をターゲットにレジャー
情報サイト『アソビュー』を活用した
プロモーションを展開予定。

「する」アウトドアスポーツが重点テーマ「する」・「みる」スポーツツーリズム
全般がテーマ

マーケティング調査 スポーツツーリズム
官民連携協議会 プロモーション

照会照会

【スポーツツーリズム・ムーブメント創出事業】
官民が連携・協働して、スポーツツーリズムの需要拡大・定着化を目指す。
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●座長：早稲田大学スポーツ科学学術院
教授 原田 宗彦氏

スポーツツーリズム需要拡大のための官民連携協議会

【委員参加企業】
・イオンモール㈱
・（一社）ウィズスポ
・グーグル合同会社
・クロススポーツマーケティング㈱
・㈱ジェイティービー
・㈱スノーピーク
・㈱ＳＵＢＡＲＵ
・全日本空輸㈱
・日本航空㈱
・東日本旅客鉄道㈱
・フェイスブックジャパン㈱
・㈱プリンスホテル
・㈱モンベル
・㈱リクルートライフスタイル

（※五十音順）

※オブザーバーとして関係省庁・関係団体
・スポーツ・アウトドア関連メディア等を招聘

多数の関連企業にご参加頂き、
2017年8月31日に第1回、10月19日に第2回の官民連携協議会を開催。
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スポーツ文化ツーリズムアワード

「スポーツ文化ツーリズム」とは、各地域のスポーツと文化芸術資源を結び付けて、新たに生まれる地域・日本ブランドを
確立・発信し、国内外からの観光客の増加や国内観光の活性化を図り、日本及び地域経済の活性化を目指すこと。
本年度のアワードは、優れた取組と今後有望な取組の発掘のため、「マイスター部門」、「チャレンジ部門」の
２部門で募集。全29件の中から5件を決定、11/22開催「スポーツ文化ツーリズムシンポジウム2017」において表彰。

【奨励賞】
おごと温泉を拠点とした
世界文化遺産・日本遺産を繋ぐ

「おごと温泉・びわ湖パノラマウオーク」
(びわ湖パノラマウオーク実行委員会）

【奨励賞】
沖縄に残された最後のフロンティア
南の島の洞くつ探検

（株式会社 南都）

三庁連携シンボルマーク

【入賞】
大阪城トライスロン
2017/NTT ASTC
トライアスロンアジア
カップ

（大阪城トライアスロン
2017大会組織委員会）

【入賞】
日本発！
雪上ゴルフ体験
ウィンターゴルフ
IN 北海道

（株式会社
ゴルフダイジェスト・
オンライン）

【入賞】
小豆島一周
サイクリング＆
無人島BBQ

（香川県土庄町）

【スポーツ庁長官賞】
世界遺産姫路城
マラソン
（兵庫県姫路市）

【文化庁長官賞】
スポーツ流鏑馬大会
（青森県十和田市）

【大賞 】
サイクリストの聖地「瀬戸内しまなみ海道」
を核としたサイクルツーリズム
(瀬戸内しまなみ海道振興協議会）

©Satoshi TAKASAKI／JTU

© おきなわワールド

マイスター部門 過去３回以上のイベントの開催実績又は３年以上継続的な取組であり、国内外の観光客の増加に寄与している取組

チャレンジ部門 マイスター部門の条件を充足しないが、1回以上の実施があり、地域への国内外の観光客の増加が期待できる取組

【スポーツ文化ツーリズムアワード2016】
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２．スポーツ審議会・健康スポーツ部会について
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スポーツ審議会・健康スポーツ部会における検討①

○第8回スポーツ審議会総会（平成29年7月7日）において、第2期スポーツ基本計画の着実な実施のため、スポーツ実施率の飛躍的
な向上に向けた方策について検討する「健康スポーツ部会」の設置を決定。

○健康スポーツ部会は、第1回を平成29年9月20日、第2回を11月27日に開催。

○泉 正文 公益財団法人日本体育協会副会長兼専務理事
後山 礼 株式会社博報堂テーマビジネス開発局アカウントディレクター/ビジネスプロデューサー
大久保菜穂子 順天堂大学スポーツ健康科学部准教授
久野 譜也 筑波大学大学院人間総合科学研究科スポーツ医学専攻教授
小松原 祐介 健康保険組合連合会保健部長
近藤 克則 千葉大学予防医学センター社会予防医学研究部門教授、

国立長寿医療研究センター老年学・社会科学研究センター老年学評価研究部長
左三川 宗司 一般社団法人日本経済団体連合会政治・社会本部統括主幹、オリンピック・パラリンピック等推進室長
髙﨑 尚樹 株式会社ルネサンス取締役専務執行役員
津下 一代 あいち健康の森健康科学総合センターセンター長
友添 秀則 早稲田大学スポーツ科学学術院教授、公益財団法人日本学校体育研究連合会副会長
豊岡 武士 静岡県三島市長
中村 和彦 山梨大学教育学部長、大学院教育学研究科長
萩 裕美子 東海大学大学院体育学研究科長、体育学部教授
早野 忠昭 一般財団法人東京マラソン財団事業担当局長
藤田 紀昭 日本福祉大学スポーツ科学部長
増子 恵美 公益財団法人福島県障がい者スポーツ協会書記
松永 敬子 龍谷大学経営学部教授
村上 英人 全国町村会理事、宮城県蔵王町長
吉田 伊津美 東京学芸大学教育学部教授、学長補佐

◎渡邉 一利 公益財団法人笹川スポーツ財団理事長

スポーツ審議会・健康スポーツ部会委員名簿
◎は部会長、○は部会長代理
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スポーツ審議会・健康スポーツ部会における検討②

○第2期スポーツ基本計画では、「成人の週1回以上のスポーツ実施率を65%程度」とする目標を掲げている。
○来年6月頃を目途に、①ビジネスパーソン、②女性、③子供、④高齢者を主な対象としつつ、障害者も含め、広く国民全体に向けた

スポーツ実施率の向上のための新たなアプローチや、即効性のある取組を「行動計画」としてとりまとめる。

（出典）厚生労働省「平成27年度国民医療費の概況」に基づき作成（出典）「スポーツの実施状況等に関する世論調査」(平成28年度 スポーツ庁実施)より作成

【年代別の週１回以上スポーツ実施率(成人のみ)】
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平成2年度
20兆6,074億円

平成7年度
26兆9,577億円

平成12年度
30兆1,418億円

平成17年度
33兆1,289億円

平成22年度
37兆4,202億円

平成27年度
42兆3,644億円

【国民医療費の推移】

四半世紀で2倍以上に増大

○スポーツが、アスリートや一部の競技者だけではなく、国民全体にとって、身近で楽しいものであるという機運を醸成し、スポーツ実
施率の向上を図っていく。

○特にスポーツ実施率の低いビジネスパーソン及び女性、生涯にわたる豊かなスポーツライフの基礎づくりが求められる子供（特に幼
児期）、スポーツにより生活習慣病の改善や介護予防等が期待される高齢者を主な対象として検討を行っていく。

○スポーツの習慣づくりのためには、国（政府）だけではなく、地方自治体、産業界や保険者といった多様な主体が連携し、官民
一体となって取り組んでいくことが必要であり、それぞれの役割分担を踏まえた検討を行っていく。

○スポーツの実施によって、心身を健やかに保つことにより、健康寿命の延伸（QOLの向上）、ひいては、国民医療費の抑制の効
果も期待できる。病気になってからの治療ではなく、病気にならないことの大切さを訴えていく。

特にスポーツ実施率が低い層
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スポーツ審議会・健康スポーツ部会における検討③

○スポーツ実施率の向上に関連して、第2回健康スポーツ部会においては、以下の事例を紹介。

12

●健幸アンバサダー
・健康づくり無関心層は7割を占め、これらの無関心層は、自ら健康情報を取らず、その結果、リテラシーが上がらず行動変容につながらないことが課題。
・無関心層対策を実施し、成果の出る健康づくり（運動+食事+社会参加）をする人を増やし、健康長寿及び社会保障費に貢献することを目標。
・健幸アンバサダーとは、健康情報を大切な人に伝える伝道師（インフルエンサー）としての新たな社会的役割を担う人のこと。

＜新潟県見附市の事例＞
●新潟県見附市では、健康アンバサダーによる健康情報の拡散を通じ、触発された
住民が相談・行動変容につなげることができるよう、地域コミュニティの拠点を「健幸
スポーツの駅」として位置づけ。

●「健幸スポーツの駅」では、健幸ポイントの取組、総合型地域スポーツクラブ、リフ
レッシュ教室、民間フィットネスクラブなどを紹介する。

＜静岡県三島市の事例＞
●静岡県三島市では、「スマートウェルネスみしま」の取組を実施。
●取組の３つのキーワードは、

①エビデンス ～科学的根拠に基づく健康づくり～
（健幸運動教室、医療費分析）
②スマート ～無意識に、自然と健幸づくり～
（歩車共存道、ガーデンシティみしまの取組）
③コラボレーション ～「+」から「×」へ～
（民間との協働で付加価値の提供、学生との協働で新たな視点の導入）

●取組の具体例
・健幸マイレージ（様々な活動でポイントが貯まる）
・健幸運動教室（エビデンスに基づくプログラムを導入し、継続支援で運動を習慣化）
・ノルディックウォーキング（認定コースの取得・全国大会の開催）
・脂肪燃えるんピック（減った脂肪と同量の牛肉といった特典にインパクト）
・みしま健幸塾（道の延長にある健康づくり拠点）
・ガーデンシティみしま（自然と歩きたくなる美しいまち並みを目指す。）

スマートウェルネスコミュニティ協議会の取組

（ガーデンシティみしま）

（第2回健康スポーツ部会 久野委員・豊岡委員提出資料よりスポーツ庁作成）



スポーツ審議会・健康スポーツ部会における検討④
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●JAGES Project
（日本老年学的評価研究：Japan Gerontological Evaluation Study)

JAGES Project

・健康長寿社会をめざした予防政策の科学的な基盤づくりを目標とした研究プロジェクト。
・全国40の市町村と共同し、30万人の高齢者を対象に調査。

○健康を決める要因を明らかにする
運動・食事などの生活習慣、ストレスなどの心理的な要因のほかに、教育歴や所得のような

社会・経済的な要因、地域の人間関係の豊かさなどの環境要因など、健康に関わる要因に
はさまざまなものがある。このような健康を決める要因を解明していく。

○「健康格差」の実態を明らかにする
日本の高齢者において、社会経済的な要因や地域間における健康状態の格差（健康

格差）が、どの程度見られるのかを明らかにし、「健康格差の縮小」を目指す。

○介護予防戦略の方向性を明らかにする
日本人の4人に1人以上が高齢者であるため、効果的な介護予防戦略を考える必要があ

る。要介護状態になりそうな人を見つけ出し、予防活動をする戦略だけでは限界があることが
わかった。そのため、地域住民全体を対象とした予防戦略の方向性を明らかにしている。

分析結果からわかったことの例

（第2回健康スポーツ部会 近藤委員提出資料よりスポーツ庁作成）


