
 
 
 

 

 

2019 年 3 月 15 日 

千  葉  支  社 

 
 

南房総地域におけるスポーツ観光セミナー開催 

～アウトドア・スポーツツーリズムと地域振興～ 
 

●2019 年 3 月 25 日（月）に、館山商工会議所にて「南房総地域におけるスポーツ観光セミナー」
を開催します。 

●千葉県の南房総 3 市 1 町においては、観光、スポーツ、伝統・食文化などを活用した地域まちづく
りを積極的に推進しています。2020 年に向けては、千葉県と連携し事前キャンプ誘致活動を積極
的に行っており、インバウンドも視野に入れた継続的な交流創出やさらなる地域の活性化推進に連
携を深めています。 

●第 6 回となりました本セミナーでは、地域の特性を踏まえたアウトドアスポーツと文化・芸術などの要
素を取り入れた新しいツーリズムのあり方について、継続性のある地域まちづくりへの活用方、地域の
方々に積極的に参加していただく仕組みづくりなど、政策の視点と全国の事例を元に考え、今取り
組むべきことを地域全体で共有する機会といたします。 

 
 
【開催概要】 

名 称： 第 6 回南房総地域におけるスポーツ観光セミナー 
 日 時： 2019 年 3 月 25 日（月）15:00～18:00  14:30 受付開始 

会 場： 館山商工会議所 2 階大会議室（千葉県館山市八幡 821 tel：0470-22-8330） 

 講演者： ＜第一部 講演＞ 

高下 栄次 様／スポーツ庁参事官（地域振興）付き専門官 

竹山 史朗 様／㈱モンベル常務取締役広報本部長 

＜第二部 事例紹介＞ 

馬場 慎太郎 様／妙高市観光商工課観光振興グループ 

浅野 慧 様／信州いいやま観光局信越自然郷アクティビティセンター 

参加費： 無料 

定 員： 90 名 

主 催： 館山市、南房総市、鴨川市、鋸南町、南房総観光連盟、東日本旅客鉄道㈱ 

後 援： スポーツ庁、千葉県、一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 ※申請中 

協 力： 東京オリンピック・パラリンピック鴨川市対策推進本部 

   2020 年東京オリンピック・パラリンピック館山市推進本部 

セミナーに関するお問合せ・お申込み先： 
 「南房総地域におけるスポーツ観光セミナー」事務局 

電話/03-3432-3383   FAX/03-5408-0039 
E-mail/bosyu.info@gmail.com 

申込フォーム/https://goo.gl/Lnjedr    

営業時間/月～金 11:00～17:30 ※土日祝日は休業 
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【プログラム】 ※変更になる場合があります。 

  14:30 開場 

  15:00 開会あいさつ 

    第一部 講演 

   15:05  テーマ 「スポーツツーリズムの推進と今後の発展に向けて」（スポーツ庁 高下栄次様） 

  15:50  テーマ 「アウトドアを活かした地域活性」（㈱モンベル 竹山史朗様） 

      第二部 事例紹介 

 16:40      テーマ 「妙高市のアウトドア・スポーツツーリズムの取組み」（妙高市 馬場慎太郎様） 

  17:10      テーマ 「信越自然郷エリア JR 飯山駅を拠点としたアウトドアツーリズムの取組み」 

（信州いいやま観光局 浅野慧様） 

17:40     質疑応答 

17:50 閉会あいさつ 

 

【講演者】 

＜第一部：講演１＞ 

高下 栄次（たかした えいじ）様  スポーツ庁 参事官（地域振興）付き専門官 

石川県宝達志水町（ほうだつしみずちょう）出身。1992 年農林水産省入省。これまでにコメ、農協   

（ＪＡ）、６次産業化等を担当。途中、内閣安全保障・危機管理室に出向、2000 年問題等の対応に当

たる。2015 年スポーツ庁発足と同時にスポーツ庁に出向、現在に至る。スポーツによる地域振興、スポーツツー

リズム、スポーツコミッション等を担当。マンガ好きで、これまでに 26 巻のマンガをプロデュース（うち 24 巻が市販

された）。 

 

 

＜第一部：講演２＞ 

竹山 史朗（たけやま しろう）様  ㈱モンベル 常務取締役 広報本部長 

1988 年モンベル入社。営業部、生産部などを経て 2000 年より WEB サイトの立ち上げに携わり、その後、広報

部の責任者となる。マーケティング全般、モンベルクラブ会員組織の運営、イベント運営、CSR、異業種とのコラボ

レーション、地方自治体との提携事業、さらにはアウトドア雑誌「岳人」の出版などを行ってきた。最近はとくにアウト

ドアのノウハウを活かした地域活性化やエコでスローな旅を提唱する「ジャパンエコトラック」の仕事で地方に出かける

ことが多い。趣味は山歩きだが海も川も里も含め見知らぬ土地を歩き回るのが大好き。 

 

 

 

＜第二部：事例紹介 1＞ 

馬場 慎太郎（ばば しんたろう）様    妙高市観光商工課観光振興グループ 

新潟県妙高市出身。大学卒業後、民間企業を経て、2003 年妙高高原町役場（現妙高市役所）に入庁。こ

れまで、教育委員会にて、NPO・市民活動支援や全中スキー大会事務局などを担当。その後、企画政策課にて、

並行在来線会社の設立や大型スキーリゾートの再開支援、ドイツ型クアオルト（健康保養地）事業の導入など

を担当。本年度より、観光商工課に異動し、モンベルなどとの企業連携や妙高・野尻湖 SEA TO SUMMIT 事務

局、友好都市との交流事業などを担当している。趣味は、全国の SEA TO SUMMIT に参加すること。 

 

＜第二部：事例紹介 2＞ 

浅野 慧（あさの さとる）様  （一社）信州いいやま観光局信越自然郷アクティビティセンター 

1982 年東京都あきる野市出身。学生時代より外遊び好きがこうじて、登山やスキー、サーフィン等のアウトドアス

ポーツを楽しむ。アウトドア用品の輸入商社にて、営業職、商品開発業務に携わり、国内外のアウトドア文化が盛

んな地域を訪れる。2015 年 3 月北陸新幹線飯山駅開業を契機にスタートした、広域観光連携「信越自然郷」

の事業推進のため（一社）信州いいやま観光局に籍を移し、アウトドアスポーツによる観光地域づくり、信越自然

郷アクティビティセンター立ち上げより運営を担当し、当エリアならではの四季折々の魅力を発信する。  

 

 



参 考 これまでのセミナー実績 

 

○第１回 
名称： 館山・南房総地域におけるスポーツ観光シンポジウム 

～トライアスロン等アウトドアスポーツによる観光活性の推進～ 
 日時： 2014 年 3 月 7 日（金）14:00～17:30  13:30 受付開始 
 会場： 館山商工会議所 （千葉県館山市八幡 821） 
 講演者：＜基調講演＞ 

「スポーツ観光推進組織の役割」 

原田宗彦／早稲田大学スポーツ科学学術院教授 
登壇者：＜パネルディスカッション＞ 

    テーマ１ 「館山・南房総地域におけるスポーツ観光の可能性について」 
  テーマ２ 「2020 年東京オリンピック・パラリンピックにむけたキャンプ誘致について」 

（コーディネーター） 原田宗彦／早稲田大学スポーツ科学学術院教授 
  （パネリスト）       八木和広／国土交通省観光庁 スポーツ観光推進室長 
          金丸謙一／館山市長      
          仲島文作／南房総観光連盟会長 
          大塚眞一郎／公益社団法人日本トライアスロン連合(JTU)専務理事 

参加者:  120 名 
 主催： 国土交通省関東運輸局、館山市、公益社団法人日本トライアスロン連合、東日本旅客鉄道㈱、 

株式会社フジテレビジョン 
 協力： 南房総市 
 後援： 千葉県、一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 
 内容：   スポーツツーリズムとは何か、スポーツツーリズムの活用で地域にどのような効果が生まれるかなど、事例を 

交えて紹介頂いた。また、スポーツとまちづくりというテーマで、南房総各自治体等での取り組みを自治体・ 
観光協会ご紹介頂き、専門家との意見交換を行った。 

 
○第 2 回 

 名称： 南房総地域におけるスポーツ観光セミナー  
～2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会の成功にむけた地域への期待～ 

 日時： 2015 年 3 月 28 日（土）15:30～17:30 
 会場： 千葉県南総文化ホール 大会議室 （千葉県館山市北条 740-1 電話/0470-22-1811） 
 講演者： ＜第一部＞「オリンピック・パラリンピックの基本構想」 
  ＜第二部＞「オリンピック・パラリンピックのレガシー」 

間野義之様／早稲田大学スポーツ科学学術院教授、 
公益社団法人東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会参与 

   参加者： 69 名 
 主催： 館山市、南房総市、東日本旅客鉄道㈱ 
 協力： 鴨川市、鋸南町、南房総観光連盟 
 後援：  千葉県、一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 
 内容：   東京オリパラ開催は、地域独自ブランドの国内外への訴求の好機であることから、地域レガシーの創造につ

いて、地域自らが考える必要性について学んだ。 
 
○第 3 回 
  名称： 南房総地域におけるスポーツ観光セミナー  ～地域資源を活用したサイクルツーリズムとまちづくり～ 
 日時： 2016 年 3 月 22 日（火）14:00～16:30 
 会場：  館山市コミュニティセンター 第 1 集会室（千葉県館山市北条 740-1） 
 講演者：＜基調講演＞ 

「スポーツツーリズムとまちづくり」 

坪田 知広様／文部科学省初等中等教育局児童生徒課長 
元 2020 年オリンピック・パラリンピック東京大会推進室参事官 
元観光庁スポーツ観光推進室長 

           （代理）鍋島  豊様／文部科学省大臣官房文部科学広報官 
 ＜調査報告・事例紹介＞ 

「千葉県におけるサイクルツーリズムの可能性」 

岩田 淳雄様／枻出版社「BiCYCLE CLUB」編集長 

「しまなみ海道を拠点とした自転車とまちづくりの取組み」 

山本 秀明様／今治市産業部観光課サイクルシティ推進室長 



「住民参画で行うしまなみ海道を活かした自転車まちづくり」 
宇都宮一成様／特定非営利活動法人シクロツーリズムしまなみ 

参加者： 79 名 
主催：  館山市、南房総市、鴨川市、鋸南町、南房総観光連盟、東日本旅客鉄道㈱ 
後援： 千葉県、一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 

 協力： 東京オリンピック・パラリンピック鴨川市対策推進本部 
   2020 年東京オリンピック・パラリンピック館山市推進本部 

  内容: 千葉県及び各自治体で検討が進んでいるサイクルツーリズムの活用によるまちづくりについて学んだ。 
しまなみ海道の成功事例を、今治市で行われている官民協働した取り組みについて紹介頂いた。 

 

○第 4 回 
   名称： 南房総地域におけるスポーツ観光セミナー 

～2020 オリパラ開催を契機とした国際交流とスポーツボランティア～ 
日時： 2017 年 3 月 29 日（水）14:00～16:30 
会場：  千葉県南総文化ホール 大会議室（千葉県館山市北条 740-1） 
講演者：＜講演 1＞ 

「2020 年を地域にどう活かすか ~交流創出と地域の魅力発信~」 

羽生 雄一郎様／内閣官房東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部 

事務局 参事官 

＜講演 2＞ 

「地域一体となったおもてなしの実現とスポーツボランティアの役割」 

二宮 雅也 様／特定非営利活動法人日本スポーツボランティアネットワーク 理事 

文教大学 準教授 

参加者： 58 名 
主催：  館山市、南房総市、鴨川市、鋸南町、南房総観光連盟、東日本旅客鉄道㈱ 
後援： 千葉県、一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 
協力： 東京オリンピック・パラリンピック鴨川市対策推進本部 

   2020 年東京オリンピック・パラリンピック館山市推進本部 
内容：  2020 年を契機とした国際交流に向けてホストタウンのあり方等や、地域一体となったおもてなしの実 

現とスポーツボランティアの役割についてお話頂いた。 

  

○第５回 

 名称： 南房総地域におけるスポーツ観光セミナー ～スポーツを活用した地域まちづくり～ 

 日時： 2018 年 3 月 28 日（水）15:00～17:30 

 会場： 千葉県南総文化ホール 大会議室 （千葉県館山市北条 740-1） 

 講演者：＜第一部 講演＞ 

           「スポーツを活用した地域まちづくり」 

仙台 光仁 様／スポーツ庁 参事官（地域振興担当） 

＜第二部 講演・事例紹介＞ 

「地域のスポーツ振興とスポーツツーリズムの推進」 

中山 哲郎 様／一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 事務局長 

小池 正浩 様／ＮＰＯ法人掛川市体育協会スポーツプロモーション課長 

 定員： 65 名 

 主催： 館山市、南房総市、鴨川市、鋸南町、南房総観光連盟、東日本旅客鉄道㈱ 

 後援： スポーツ庁、千葉県、一般社団法人日本スポーツツーリズム推進機構 

 協力： 東京オリンピック・パラリンピック鴨川市対策推進本部 

   2020 年東京オリンピック・パラリンピック館山市推進本部 

 内容：  スポーツツーリズムによる関連消費額や訪日外国人の増加に向け、その推進役として地域のスポーツコミッ 

 ションの拡大が期待されていること、さらに、旅行、宿泊、流通、運輸等も含めた幅広いスポーツツーリズム関 

連産業を開拓し、官民が協働して需要拡大・定着化を目指すスポーツツーリズム・ムーブメント創出事業展 

開の必要性などについて学んだ。 


