
スポーツ╳文化╳観光が､ 日本を磨く｡ 金沢を磨く｡

13：00～17：50 （11：00開場）
2020.1.15 水 主　　催

特別協力　金沢市、(一社)日本スポーツツーリズム推進機構
協　　力　北陸経済連合会北陸観光サロン､金沢商工会議所､
　　　　　金沢経済同友会､ 石川県経営者協会

2020.1.15WED～ 16THU | 金沢市文化ホール　 　　　　　　1.17FRI ファムトリップ

第
4
回スポーツ文化ツーリズム
シンポジウム

主　催　金沢市、(一社)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

Photo：北嶋俊治

スポーツツーリズム・
コンベンション

第8回

9：30～17：00 （9：00開場）
2020.1.16 木



文 化 庁
宮田 亮平長官

ス ポ ーツ 庁
鈴木 大地長官

観 光 庁
田端 浩長官

1954年大阪生まれ。ペンシルバニア州立大学健康・体育・レクリエーション学部博士課程修了（Ph.D.）。鹿屋体育大学助手、フルブ
ライト上級研究員（テキサスA&M大学）、大阪体育大学大学院教授などを経て、2005年から早稲田大学スポーツ科学学術院教授。
日本スポーツマネジメント学会会長、Jリーグ理事を務める。2016年東京五輪招致ではJOCオリンピック招致推進プロジェクトに所
属する。現在は、観光庁「スノーリゾート地域の活性化推進会議」議長、スポーツ庁「スポーツツーリズム需要拡大のための官民連
携協議会」座長を務める。著書多数。

東京都出身。慶應義塾大学卒。リーマン・ブラザーズ証券㈱
を経て、㈱リヴァンプで経営・業務改革事業、投資先事業会
社の経営に関与。
訪日観光客向けの体験予約サイトを運営する㈱Voyaginに
2016年入社。2019年から執行役員。中央省庁、自治体とのイ
ンバウンド案件の実績多数。ラグビーワールドカップ2019を
契機として、神戸市・釜石市・豊岡市と包括連結協定を締結。
旅のプロフェッショナル集団として、世界20か国以上の海外
スタッフと一緒に、全国の魅力を発信中。

日光国立公園マウンテンランニング大会
日光トレイルランニング実行委員会

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

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、優れた取組を表彰するものです。受賞した6団体
の表彰式が行われます。

剣道体験ツアー 【SAMURAI TRIP】
剣道体験ツアー SAMURAI TRIP

(運営:㈱パークフォーアス)

魚沼国際雪合戦大会
小出雪まつり実行委員会

白山ジオトレイル
白山ジオトレイル実行委員会

忍びの里｢伊賀｣ならではの本物の忍びの｢
心技体｣を体現できる体験プログラムづくり

｢忍びの里 伊賀｣創生プロジェクト会議

｢めぐる､たべる､つかる｣ONSEN･
ガストロノミーツーリズムで地域を元気に!
(一社)ONSEN･ガストロノミーツーリズム

推進機構

外資系コンサルティング会社を退職し、世界のツーリズムを
学ぶ旅を経て飛騨古川に移住。「里山からSATOYAMAへ」を
掲げ、イナカを巡る外国人向けプラットフォームSATOYAMA 
EXPERIENCEをはじめ、民家などの地域資源を活用した
数々の地域再生ソリューションをプロデュース。
2013年地域づくり総務大臣表彰にて個人表彰。グッドデザイ
ン賞、環境大臣賞など受賞多数。近年は古民家をオフィス用
途に転用した「里山オフィスプロジェクト」にも着手。奈良県
生まれ。著書に「外国人が熱狂するクールな田舎の作り方」

（新潮新書）がある。

スポーツ庁、文化庁及び観光庁の3庁は、2030年の訪日外
国人観光客6千万人時代を視野に、地域のスポーツと文化
芸術を結び付けて世界に誇れる観光資源を生み出すなど、
新しい地域ブランドや日本ブランドを創出し、観光振興・地
域振興を推進することを目的として連携を図っています。
本シンポジウム初の地方開催となる金沢で、「3庁連携によ
る新しいスポーツツーリズムの未来」や「国内外の事例」、

「武道ツーリズム」などについて語り合います！

3 庁長官トークセッション・表彰式

「3庁連携による、新しいスポーツツーリズムの未来」

「スポーツと文化を融合させた
  新たな観光プログラム」アイデアワークショップ

　　◆山下 真輝 氏 ㈱ JTB総合研究所 主席研究員
　　　コンサルティング事業部 交流戦略部長

（会議棟・3F大会議室・学生対象・聴講自由）

　「スポーツ×文化コンテンツを使った、
　  　　　　　インバウンド誘客のポイント」

　「外国人が熱狂する『クールなニッポン』
　  　　　　のプロデュース術」

宮崎 有生 氏 ㈱Voyagin 執行役員

山田 拓 氏 ㈱美ら地球 代表取締役

原田 宗彦氏
早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授

　　　　　 (一社)日本スポーツツーリズム推進機構 会長

コーディネーター◆原田宗彦氏

山田 拓氏

山下 真輝氏

宮崎 有生氏

参加ゼミ：金沢大学　佐川哲也教授ゼミ（人間社会学
域）、金沢星稜大学 奥田鉄人教授ゼミ・西村貴之准教授
ゼミ（人間科学部スポーツ学科）、北陸大学 長谷川孝徳
教授ゼミ（国際コミュニケーション学科）・藤岡慎二教授
ゼミ（経済経営学部マネジメント学科）、金沢学院大学 
棟田雅也助教ゼミ（人間健康学部スポーツ健康学科）

※ワークショップの成果は、1.16木展示ギャラリーで発表する予定です。

　　講評：村山 卓金沢市副市長、
　　　　  八田 誠(一社)金沢市観光協会副理事長

基調講演

テーマ講演 スポーツ文化ツーリズムアワード2019  受賞団体

ワークショップ

ホール棟



　鍋山 徹 (一財)日本経済研究所 専務理事(チーフエコノミスト)
　松田 英嗣 (一財)青森地域社会研究所 調査研究部長
　長嶺 敬 沖縄振興開発金融公庫 調査部地域連携情報室長
◆大西 達也(一財)日本経済研究所 常務理事地域創造業務統括

人口減少社会にあって、地方を元気にする処方箋（鍋山氏）、『短命
県日本一』ヘルスツーリズムで脱出へ！（松田氏）、離島のおもてなし
文化が育む月夜のマラソンと交流（長嶺氏）など、全国の地域シンク
タンクが先行事例を持ち寄り、新たなビジネスのヒントを探ります。

山下真輝氏による基調講演に続
き、パネリスト3人を加え、国内のス
ポーツツーリズムの潮流と展望に
ついて、インバウンドへの対応を交
え議論します。

スポーツツーリズムの世界を変えるため、スポーツ庁が推進する
「武道ツーリズム」。空手や居合道など、全国の先行事例から武道
ツーリズムの現在地を確認し、さらなるムーブメントへ。

国土が起伏に富んだ日本ならではの、各地の自然を生かした
新しいツーリズムの潮流と展望。 

チームが地域にもたらす価値とは。Jリーグ、Bリーグ、Vリーグの地元３
チームに日本トップリーグ連携機構事務局長を交えビジョンを語ります。

　田口 禎則 (一社)日本トップリーグ連携機構 事務局長
　西川 圭史 サッカーJ2・ツエーゲン金沢 代表取締役GM
　中野 秀光 バスケットボールB3・金沢武士団 代表取締役社長
　藤田 徹 バレーボール女子V1・PFUブルーキャッツ部長
◆西村 貴之金沢星稜大学 人間科学部 准教授

　ウィリアム・リード 山梨学院大学 教授
　古田 桂一 Ageshio Japan㈱ 取締役
　田中 昭広 山形県村山市 商工観光課長　
◆田口 雅紀 スポーツ庁参事官付専門官

　竹山 史朗 ㈱モンベル常務取締役
　中島 祥元 (一社)ルーツ･スポーツ･ジャパン代表理事
　高下 栄次 石川県羽咋郡宝達志水町 副町長
◆吉井 康雄 ㈱スポーツニッポン新聞社 部次長

歓迎茶会

「スポーツ文化ツーリズム
  による新たな可能性」

スポーツ庁：武道ツーリズム、アウトドアスポーツツーリズム、文化庁：日本博｜Japan Culture Expo
観光庁：New ideas start here.、スポーツ文化ツーリズムアワード、ワークショップ
金沢マラソン組織委員会：金沢をまるごと「走る！」、日本全国に拡大中！地域スポーツコミッション
ワールドマスターズゲームズ2021関西、国立工芸館（東京国立近代美術館工芸館）2020年夏 移転開館
金沢市：フランス×金沢市 市民が主役のホストタウンを目指して
金沢文化スポーツコミッション：「文化×スポーツ」のコラボレーションで新たな魅力づくり、お弁当キャンペーン結果
日本経済研究所：金沢文化スポーツコミッションの活動が地域にもたらす効果の測定
(一社)日本スポーツツーリズム推進機構会員紹介：(一社)ルーツ・スポーツ・ジャパン、(株)ブリックス

「スポーツ×文化×観光」展示ギャラリー   　 カフェコーナー

原田 宗彦氏
早稲田大学教授

／コーディネーター

藤田 徹氏中野 秀光氏 高下 英次氏西川 圭史氏 西村 貴之氏 竹山 史朗氏

山下 真輝氏
JTB総合研究所
主席研究員
／基調講演・パネリスト

増井 国光氏
スポーツ庁参事官
（地域振興担当）

／パネリスト

平 八郎
金沢文化スポーツ
コミッション 代表
／パネリスト

中島 祥元氏 吉井 康雄氏

奈良宗久氏

古田 桂一氏ウィリアム・リード氏 田中 昭広氏 田口 雅紀氏鍋山 徹氏 長嶺 敬氏松田 英嗣氏 大西 達也氏

田口 禎則氏

分科会

席主：奈良宗久氏 裏千家今日庵業躰　　1.15水 11:00～12:50 整理券配布　なくなり次第終了します。 　会議棟1F・茶室｢閑清庵｣

基調講演・パネルディスカッション「スポーツツーリズムの最前線」

A 「文化×スポーツ＝集客･交流｣による地方創生

C プロスポーツチームによる地域活性化 D アウトドアスポーツツーリズム

B 武道ツーリズム

２F大集会室

3F大会議室2F大集会室

2F大集会室 3F大会議室

会議棟



〒920-8577 金沢市広坂1-1-1 金沢市役所2F
Phone 076-220-2535　Fax 076-260-1617
HP www.kanazawa-csc-kk.jp

◆：コーディネーター

ファムトリップ
金沢駅（金沢港口（西口）団体バス乗降場）集合
谷口吉郎・吉生記念金沢建築館
金箔貼り体験
金沢駅解散

13:00

11:00

9:50

9:30

10:35

12:05

13:30

15:00

9:00
9:30

10:30
12:00

15:30

13:20

13:40

14:30

14:45

15:35

15:50

16:40

﹁
文
化×

ス
ポ
ー
ツ×

観
光
﹂ 展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー　

   　
　
︵
２
日
間
開
催
︶

1.17FRI

オープニング

歓迎茶会

基調講演「3 庁連携による､新しいスポーツツーリズムの未来」

3 庁長官トークセッション

スポーツ文化ツーリズムアワード2019表彰式

「スポーツと文化を融合させた新たな
　観光プログラム」アイデアワークショップ
　　◆山下 真輝 氏 ㈱ JTB総合研究所 主席研究員
　　　　　  コンサルティング事業部 交流戦略部長
　　　参加ゼミ：金沢大学、金沢星稜大学、
　　　　　　 　北陸大学、金沢学院大学
　　（会議棟・3F大会議室・学生対象・聴講自由）

　「スポーツ×文化コンテンツを使った、
　　　　　　　　インバウンド誘客のポイント」

テーマ講演

　「外国人が熱狂する『クールなニッポン』
　　　　　　　　　　　　のプロデュース術」

宮崎 有生 氏 ㈱Voyagin 執行役員

山田 拓 氏 ㈱美ら地球 代表取締役

プレゼンター：鈴木 大地 長官、 宮田 亮平長官、 田端 浩長官

主催者代表挨拶：鈴木 大地 スポーツ庁長官
開催地代表挨拶：山野 之義 金沢市長

席主：奈良宗久氏 裏千家今日庵業躰

開会式 主催者挨拶：山野 之義 金沢市長、　原田 宗彦 (一社)日本スポーツツーリズム推進機構 会長
来賓挨拶　：鈴木 大地 スポーツ庁長官

A ｢文化×スポーツ＝集客･交流｣による地方創生
分 科 会 1

分 科 会 2

　鍋山 徹 (一財)日本経済研究所 専務理事(チーフエコノミスト)
　松田 英嗣 (一財)青森地域社会研究所 調査研究部長
　長嶺 敬 沖縄振興開発金融公庫 調査部地域連携情報室長
◆大西 達也(一財)日本経済研究所 常務理事

C プロスポーツチームによる地域活性化
　田口 禎則 (一社)日本トップリーグ連携機構 事務局長
　西川 圭史 サッカーJ2・ツエーゲン金沢 代表取締役GM
　中野 秀光 バスケットボールB3・金沢武士団 代表取締役社長
　藤田 徹 バレーボール女子V1・PFUブルーキャッツ部長
◆西村 貴之 金沢星稜大学 人間科学部 准教授

D アウトドアスポーツツーリズム

B 武道ツーリズム
　ウィリアム・リード 山梨学院大学 教授
　古田 桂一 Ageshio Japan㈱ 取締役
　田中 昭広 山形県村山市 商工観光課長　
◆田口 雅紀 スポーツ庁参事官（地域振興担当）付専門官

基調講演「スポーツ文化ツーリズムによる新たな可能性」 山下 真輝 氏 ㈱JTB総合研究所 主席研究員

事前申込の方が対象です。

パネルディスカッション「スポーツツーリズムの最前線」
山下 真輝 氏、 増井 国光 スポーツ庁参事官（地域振興担当）、
平 八郎 金沢文化スポーツコミッション代表、 ◆原田 宗彦 氏

ネットワーキングランチ（1,000円）

原田 宗彦氏 早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授、(一社)日本スポーツツーリズム推進機構 会長

鈴木 大地 スポーツ庁長官、 宮田 亮平 文化庁長官、 田端 浩 観光庁長官、 ◆原田 宗彦氏

17:30終了 17:50終了

大ホール

会議棟1F・茶室閑清庵

17:00終了

　竹山 史朗 ㈱モンベル常務取締役
　中島 祥元 (一社)ルーツ･スポーツ･ジャパン代表理事
　高下 栄次 石川県羽咋郡宝達志水町 副町長
◆吉井 康雄 ㈱スポーツニッポン新聞社 部次長

休憩（　  コーヒーブレイク）

休憩（　  コーヒーブレイク）

日時 全 体 プ ロ グ ラ ム

1.15WED

1.16THU

Photo：北嶋俊治

休憩（　  コーヒーブレイク）


