
 
平成 29 年 3 月 10 日 

 

「スポーツ文化ツーリズム国際シンポジウム」を初開催 

～「スポーツ文化ツーリズムアワード 2016」大賞決定～ 

 

 スポーツ庁，文化庁，観光庁では，スポーツや文化芸術資源の融合により，新たに生ま

れる地域の魅力を国内外に発信し，訪日観光客の増加や国内観光の活性化を図るための取 

組を，「スポーツ文化ツーリズム」として三庁の政策連携において推進しています。 

今後，本取組が各地において定着し，2020 年までに訪日外国人 4,000 万人という政府目

標に寄与するような魅力あるコンテンツを生み出すべく，「スポーツ文化ツーリズム」をテ

ーマとした国際シンポジウムを3月16日に初開催いたします。本シンポジウムにおいては，

「スポーツ文化ツーリズムアワード 2016」表彰式も同時開催し，同アワードの大賞等に選

ばれた団体に対して，三庁の長官が表彰を行います。 

 

 １．「スポーツ文化ツーリズムアワード 2016」受賞団体 

○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） 

〇スポーツ庁長官賞「世界遺産姫路城マラソン」（兵庫県姫路市） 

〇文化庁長官賞  「スポーツ流鏑馬大会」（青森県十和田市） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ２．「 スポーツ文化ツーリズム 国際シンポジウム」開催概要 

日時：平成29年3月16日（木）13：30～18：00 

会場：スパイラルホール（東京・青山／スパイラル３Ｆ） 

東京都港区南青山５－６－２３ ３階  

※取材希望の方は別紙「取材申込書」にてFAX又はメールにてお申込みください。 

※シンポジウムの詳細については別添チラシを御覧ください。 

 

 

 

≪参考：スポーツ文化ツーリズムアワード 2016≫ 

〇スポーツと文化資源を組み合わせた地域の取組で，国内外の観光客の増加， 

長期滞在を促す仕組みや地域への経済効果波及につながる工夫があるもの 

について募集を行い，平成 28 年９月に 10 選を選定。有識者等の意見を踏 

まえつつ，今回，10 選の中から大賞等を決定。 

〇募集期間 平成 28 年 7 月 12 日（火）～8月 12 日（金） 

募集結果 総数／44 件 

【取材申し込み先】 
スポーツ文化ツーリズム国際シンポジウムＰＲ事務局 
ＦＡＸ：03-3406-5599 
Ｅmail：frontier-pr@frontier-i.co.jp 
【参加申し込み・問合せ先】 
スポーツ文化ツーリズム国際シンポジウム運営事務局 
Ｅmail：sympo@frontier-i.co.jp 

【問合せ先】 

文化庁長官官房政策課 

加々美，井上 

電話：03-5253-4111（代表） 

（内線 3106） 

   03-6734-2806（直通） 

同時発表：スポーツ庁 
観 光 庁 
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国際シンポジウム
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国際シンポジウム
スポーツ文化ツーリズム
国際シンポジウム
～スポーツ文化ツーリズムアワード2016表彰式～

日時：2017年3月16日（木）
会場：スパイラルホール （東京・青山／スパイラル３F）
定員：150名 （シンポジウム） 20名 （ワークショップ）
入場料無料、申込み先着 ※お申し込み詳細は、裏面をご確認ください。

13:30～18:00
（受付13:00～、ワークショップ16:30～18:00）

スポーツ庁、文化庁、観光庁では、スポーツや文化芸術資源の融合により、新たに生まれる地域の魅

力を国内外に発信し、訪日観光客の増加や国内観光の活性化を図るための取組について、「スポー

ツ文化ツーリズム」として3庁の政策連携において推進しています。

この度、「スポーツ文化ツーリズム」が各地において定着し、2020年までに訪日外国人4,000万人

という政府目標に寄与するような魅力あるコンテンツを生み出すべく、「スポーツ文化ツーリズム」を

テーマとした国際シンポジウムを開催いたします。

スポーツ文化ツーリズムアワード2016」
10選の中から、大賞・長官賞を3庁の長官が
表彰します。

基 調 講 演 ク ロ ス ト ー ク セ ッ シ ョ ン

ス ポ ー ツ 文 化 ツ ー リ ズ ム 2 0 1 6 表 彰 式

スポーツ文化ツーリズムの
いまと今後の展望

海外から見た、日本のスポーツ文化ツーリズム
スポーツ・文化・観光の融合と、地域の可能性

原田 宗彦 氏

一般社団法人 
日本スポーツツーリズム
推進機構 会長
（早稲田大学スポーツ
科学学術院教授）

マンリオ･カデロ 氏マイク・ハリス 氏

サンマリノ共和国
駐日特命全権大使

一般社団法人みなかみ町観光協会理事
（株式会社キャニオンズ 代表取締役社長）

スポーツ庁長官　
鈴木 大地

文化庁長官
宮田 亮平

観光庁長官　
田村 明比古

原田 静織 氏

インバウンドビジネスプロデューサー
（株式会社ランドリーム 代表）

中村 政人 氏

東京藝術大学教授（「3331 Arts 
Chiyoda」統括ディレクター）

（コーディネーター） 原田宗彦氏

プレゼンター

主催

※ワークショップは、定員に達しましたため、お申し込み受付は終了いたしました。
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開会、オープニングアクト
基調講演

休憩

クロストークセッション

交流会
スポーツ文化ツーリズム （ワークショップ）
閉会

太鼓センター/TAIKO-LAB 京都・青山、 WADO実行委員会
原田 宗彦氏
・スポーツ庁長官  鈴木 大地   ・文化庁長官  宮田 亮平   ・観光庁長官  田村 明比古
・10選団体代表者

（コーディネーター）　原田 宗彦氏
（パネリスト）　マイク・ハリス氏、マンリオ・カデロ氏、原田 静織氏、中村 政人氏
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「スポーツ文化ツーリズムで、地域を活性化する。」をテーマに、「あわ阿波おどり２０１６(WADO実行委員会)」、「沖縄海人スピリッツ‼(糸満
市観光協会)」を題材として、ワークショップを実施いたします。
地域のスポーツ文化ツーリズムコンテンツを、ワークショップを通じて、さらに魅力的にしていくことを目指します。
お申し込みご希望の方は、どちらかの題材で、国内・海外への観光向けのツアー企画、PRアイディア、文化／スポーツ／観光の融合について
などのアイディアを当日お持ちいただき、ワークショップにご参加ください。

WADO実行委員会

あわ阿波おどり2016
糸満市観光協会

沖縄海人スピリッツ！！
いとまん帆掛（ふーかき）サバニ乗船体験

スポーツ文化ツーリズム国際シンポジウム運営事務局  mail:sympo@frontier-i.co.jp
お申し込み・お問い合わせ

本シンポジウムは、事前登録制（メールのみ）となっております。お申し込みメールアドレスまで、下記情報をメール本文で記載いただき、メールにてお申し込みください。
■お申し込み基本情報
・氏名、・団体又は企業名、・所属又は職名、・住所又は所在、・連絡先メール（Email）、・連絡先電話番号（TEL）
・ワークショップは、定員に達しましたため、お申し込み受付は終了いたしました。
※お申し込み・お問い合わせに関しましては、メール受信後２～３日（土日除く）でご返信させていただきます。万が一、返信等がない場合は、改めてお問い合わせください。

原田 宗彦氏／
一般社団法人
日本スポーツツーリズム
推進機構 会長
（早稲田大学スポーツ科学学
術院教授）

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。鹿屋体育大学、大阪体育大
学大学院教授などを経て、
2005年より現職。
『スポーツ都市戦略』『スポーツ
マーケティング』など著書多数。
日本スポーツマネジメント学会
会長、Jリーグ理事や、スポーツ
文化ツーリズム有識者委員会メ
ンバーも務める。

マンリオ・カデロ氏／
サンマリノ共和国
駐日特命全権大使

イタリアのシエナ生まれ。イタ
リアで高等学校卒業後、フラ
ンス・パリのソルボンヌ大学に
留学。1975年に来日、東京に
移住し、ジャーナリストとして
も活躍。2002年駐日サンマリ
ノ共和国特命全権大使を任命
される。
2011年駐日大使全体の代表
となる「駐日外交団長」に就任。
『だから日本は世界から尊敬さ
れる』など、著書多数。

マイク・ハリス氏／
一般社団法人みなかみ町
観光協会理事
（株式会社キャニオンズ
代表取締役社長）

1973年ニュージーランド生まれ。
大学在学中に初めて日本を訪
れ、谷川岳や利根川といった自然
の美しさに感銘を受ける。現在
は、「ラフティング」「キャニオニン
グ」を始めとする大自然を活かし
たアウトドアスポーツ事業を展
開。キャニオニング・ツアーを日本
へ普及させたパイオニアとして、
業界を牽引する。また、インバウン
ドビジネスの仕掛人として、活動
拠点である地元・群馬県みなか
み町の地域活性化にも大きく貢
献。”世界のみなかみ”を目指し、
一般社団法人みなかみ町観光
協会理事も務める。

原田 静織氏／
インバウンドビジネス
プロデューサー
（株式会社ランドリーム 代表）

中国上海生まれ。1996年に
来日、上海外国語大学で日本
語を専攻。2001年3月、青山
学院大学卒業後、IT企業を中
心にビジネスデベロップメント
＆マーケティングのポジション
を歴任。2013年9月、トリップ
アドバイザー株式会社 代表取
締役就任。
2015年7月、インバウンドビ
ジネス支援の株式会社ランド
リームを設立。

中村 政人氏／
東京藝術大学教授
（「3331 Arts Chiyoda」
統括ディレクター）

1963年秋田県大館市生まれ。
「社会」や「教育」における美術の
在り方を問いかけ、地域に活動
の場としくみを生み出す実践を
重ねるアーティスト。1998年よ
りアーティスト・イニシアティブ・
コマンドNを主宰。2005年、
アートスペース「KANDADA」
（神田）での活動を経て、2010
年に「3331 Arts Chiyoda」
を立ち上げる。2010年度芸術
選奨文部科学大臣新人賞（芸術
振興部門）受賞。
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45 スポーツ文化ツーリズムアワード2016表彰式

～World Awa Dance Open～



   

※ご記入いただきましたご連絡先等は、本事業に関わるものにのみ使用し、他の目的には一切使用いたしません。

■日時 ：2017年3月16日（木）13:30～18：00（予定）

★表彰式：14:00～（予定）

★報道受付：13：00～

■会場 ：スパイラルホール（東京・青山／スパイラル３Ｆ、

東京都港区南青山5-6-23）

FAX:03-3406-5599 ／ E-mail：frontier-pr@frontier-i.co.jp
※誠にお手数ではございますが、取材をご希望の場合は、3月15日（水）17:00 までに

上記FAX 番号かメールアドレスへご返信下さいますよう宜しくお願い申し上げます。

※主催者による駐車券のご用意はございません。
予めご了承ください。

＜本資料に関する報道関係者様からのお問合せ先＞ 「スポーツ文化ツーリズム国際シンポジウム」ＰＲ事務局

TEL：03-5778-4844 / FAX：03-3406-5599 / Mail：frontier-pr@frontier-i.co.jp / 担当：松本・千葉

●開始予定時間 ●プログラム ●ご出欠
※ご取材予定プログラムに〇をお付けください

13:35～（25分） 基調講演

14:00～（50分） スポーツ文化ツーリズムアワード2016表彰式

15:00～（70分） クロストークセッション

16:10～（20分） 交流会／会場転換

16:30～（90分） ワークショップ

取材申込書
【「スポーツ文化ツーリズム国際シンポジウム」ＰＲ事務局】 行き












